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第二百號を出すに當って

大正9年1月に創立早々の本學會の機關誌として孤々の聲をあげた本誌は本號を以て正に 

通算第二百號を發行することになりました。過去17年をふりかへってみるに本學窗の發展と共 

に本誌も一段の飛躍をとげ第一卷の時代は表紙とも16頁といふ貧弱さであった本誌が今口は表 

紙の外に本文40頁廣吿4-8頁といふ相當の充實振を示してゐます。正に創刊號に比して倍の 

膨張であります。しかも菊判40頁のエス雜誌は分昴の點でどこの國のエス雜誌にもまけない 

といってよく又內容に於てもあえて遜色がないと思ひます。その上エス雜誌はとかく發行が遲 

延するもので週刊のヘ口ルド誌の如く正確に發行されてゐるのも稀にはありますが二號三號を 

合併して出したり甚しいのは一年も二年も休刊するといふものや三號雜誌で終ってしまうもの 

もある。我エス界に於て本誌が創刊以來每月一囘一度の休刊もなく今口までつづけて來たこと 

は誇るに足ることであると思ひます。これは日本には未だ嘗て類例のないことでありますが世 

界にも類の少いことであります。

•とにかくこの17年間の本誌の健實な步みは相當他に誇示し得るものであると思ひます。併 

し我々は小成に安んじてはなりません。これだけQこと位で滿足してはなりません。戒心 ® 

今後の飛躍にそなへねばなりますまい。

猶來る6月12 口は本學會の前身たる□本エスペラント協會が明治39年に創立されてから 

滿30年にあたる紀念すべき口であります。卽ち我國に組織的エス建動が興ってから正に滿30年 

になるのであります。

本誌が第200號を出すといふ紀念すべき時期に殆んど時を同じうして我國エス運動の30周 

年を迎へたことは奇緣といふべきでありませう。

我々はこの機會に過去30年のエス運動を囘顧しその成果を研討し之を以て我々の將來すす 

むべきの道を知るよすがとすることは最も緊喫の事といってよいと思ひます。古人も『古きを 

たづねて新しきを知る』といってゐるのはここのことでありませう。

我々はお互に三十年の過去を囘!®しその成敗得失のあとをたづね前車の覆轍;に戒め今後の運 

動の為益々奮闘努力をちかひたいと存じます。U- 〇）

〔おことわり〕こういふ意味で本號を第二百號紀念の特輯倍大號として我國エス運動史及そ 

の資料を取扱ったものを滿載の豫定で銳意編輯中でありましたが別項記載の樣に種々の事情の 

ため準備が不能となり次號を特輯號とすることに豫定を變更し5月に入ってから急に本號を出 

すことになりましたので御覽乙樣な常とちがった體裁及び頁數になったことをここに深くおわ 

び申上げます。
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フランス文學さ エスベラント

(完)

G. Waringhien 
寛太郞譯

笫!8世紀は殆飜譯家の興味を惹かなかった。散文では次の如きものが數へられる。

Bernardi n de Saint-Pierre (ベルナルダン・ド•サン•ビエール)：Paul et Virginie (Paŭlo 
kaj Virginio, H. Hodler,1905)

Le SageCル•サージュ)Gil Blas de Santillane CĜil Blas de Santillana, R. Busquet)此 

の譯に就ては何等知る處が無いが、或は部分譯ではなからうかと考へる。

Abb^ Prevost (プレヴオ)：Manon Lescaut (Manon Lescaut, D-ro Vallienne, 1908,188 p.) 
Voltaire Cヴォルテール)：Traite de Mĉtaphysique (Metafizika Traktato, A. Giraud, 

ft Germana Esp-a Gazeton1911-12)此の飜譯に關しては何も知らない〇

*——:Candide (Kandid, E. Lanti, 1929,162 p.)ヴォルナールー流の文體の明澄性と流 

動性をも再現せる優务なる飜譯である。 ・

次に戯曲方面では、 » '

*Brueys et Palaprat: UAvocat Pathelin CAdvokato Patelin, M.-J. Evrot, 1904, 44 p.) 
之は十五世紀戲曲よりの飜案である。 …

Beaumarchais〔ボーマルシェ1：Le Barbier de Sĉville CLa Barbiro de Sevila, Samuel
Meyer, 1909, 64 p.)

-----:Le Mariage de Figaro (Edzigo de Figaro, A. Kofman, 1898, 24 p.)此の奇怪な

る飜譯は第一幕が出てゐるのみであるが、其の內に於て旣に次の如き新造語が見出さ 

才もる〇 tuazo, promocio, eskudo, duenjo, impozi, turba, toko, kvartreno の如きも 

のでゝ兎も角も斯う言った總てがザメンホフの主宰するエス語圖:書の一大集成中には 

存在する次第なのである。

此の他に尙馭譯の光榮に値する作品がある。其の多くは何れも磯奇的或は惡の興味を有する 

もので今之を記せば.

Voltaire: Zadig; Lettres d^Amabed 其の他

Diderot: Le Neveu de Rameau; Jacques le Fataliste 其の他 

Rousseau : Les Rŝveries d'un Promeneur Solitaire 其の他

i曲では Madvaux の"Le Jeu de VAmour et du Hasard 其の他多數の作品.Le Sage
の"Turcaret”, Beaumarchais の"Mariage"
又韻文ではA・Chenierのu Bucoliques"の如きである〇

第19世紀は最も譯業華かなる時代である。譯出作品を列記すれば次の如くである。散文に 

於ては、

Edmond About: Le Roi des Montagnes CLa Reĝo de la Montoj, G. Moch, 1909, 245 p.) 
Balzac (パルザック)：Eugenie Grandet CEŭgenino Grandet, E. Gasse,1909, 226p.)極め 

て良心的飜譯であるが、セ 及・ozの如きIdoの接尾鄙の濫用に依り代なしである。

* ----- : Vendetta CVendetta, M. Merckens,1927, 51 p.)
* ----- : La Maison du Chat qui Pelota CLa Firmao de la Kato kiu Pilkludas, Paul
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Benoit, 1924, 75 p.)之等兩譯書は獨逸にてEllersieck叢書より刊行されたものであ 

ゐ。

Chateaubriand C シャトプリアン)： Le Dernier Abencerage (Abenturoj de KLasta 
Abenceraĝo, R. Deshays,1907)自分は此の譯書を手に入れかねてゐる。

Flaubert (フロ —ベル)：La Legende de Saint Jean VHosp 让 alier (La Legendo de 
Sankta Juliano Helpema, H. Hodler,1907)譯は"Esperanto"誌上に揭載された 

ものである。 t : '
A. Houssaye Cウセイエ)：Le Royaume des Roses CReĝlando de Rozoj, P. Champion, 

1908) •
V. Hugo (ユーゴ)：Les Misĉrables CLa Mizeruloj, ? ? ?) 此の譯書に就ては何等知る 

ことが出來ない。然し相當重要のものと言ふべく、恐らく原作の第一篇を譯したもの 

であらう。戰前の譯である。

*X. de Maistre (メーストル)：Voyage autour de ma Chambre (Vojaĝo interne de 
mia Ĉambro, Samuel Meyer, 1904, 58 p.)

*Merimĉe Cメリメう:Carmen (Karmen, Sam. Meyer, 1911,56 p.)
*----- : Matteo Falcone et autres contes CMatteo Falcone kaj aliaj rakontoj, J- Borel

1924, 59 p.)
*A. de Musset (ミュッセ)：Lcs Deux Maitresses (La Du Amatinoj, Van Schoor,1925)

後出"La Kapricoj de Mariannen と併せて一册〇

*----- : Mimi Pinson, (Mimi Pinson, M. Rethel,1934, 44 p.)
P. de Musset: Monsieur le Vent et Madame la Pluie (Sinjoro Vento kaj Sinjorino

Pluvo, P. Champion, 1910,124 p.)
E. Renan (ルナン)：Vie de Jesus (Vivo de Jesuo, E. Gasse, 1907,182 p.)譯は惡く 

はないが、supersigno附活字を使用L得ずch, gh, hh, shの如き疊字を用ゐてゐる 

點は奇妙である。

曲にて飜譯されたるものは、

A・ de Mussset: II faut qu'une porte soit ouverte ou fermee (Pordo devas esti fermata
aŭ malfermata, D-ro Rattier,1908)譯 土表題の譯し振り(fermata と malfermata 
逆)から察しても可成り酷いものに相違ないが、ブダペシュト市から出てゐる“La 
Verda Standardonに揭載されたものである。

-----:On ne badine pas avec Famour CNe ludetu kun la amo, H. kaj G・ Stroele, 
1911)此の譯は“La Revuonに出たもの。

-----:Fantasio CFantazio, P. Berchelot, 1911-12)之も"La Revuop ｝こ出た。

*----- : Les Caprices de Marianne (La Kapricoj de Marianne, Van Schoor, 1925,122 p.)
*Tristan Bernard Cベルナール)：Langlais tel qu'on le parle CAngla Lingvo sen 

Profesoro, G. Moch, 44 p.)輕妙明澄ヽ優秀な譯である。

韻文では何も飜譯されてゐない。尙次の如き外國作家の佛語に依る作品を玆に附記する必要 

がある〇 ■ 0 … * •

Oscar Wilde(ワイルド)：Salome (Salome, H. J. Bulthuis, 1910, 40 p.) •--
P. Spaak: Kaatje CKatje, W. van der Biest, 1911, lli p.)之はアントワープ市に於け
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る第一回大會にて演出された。

M・ Maeterlinck (メーテルリンク)：Aladdine et Palomidĉs C Aladino kaj Palomido, S. 
Eliot)此の譯に就ては何も知らない。

n Porchat Cボルシャ)：Sous la Neige (Sub la Neĝo, J・ Borel, 1923,120 p.)

第20世紀 に對する記事は甚だ簡單である。卽ち此の世紀は何れも大會用として譯出され

た 曲僅々二篇に依って代表されてゐるに過ぎない。

*Ch. Richet （リシェ）：Socrate （Sokrato, J. 〇outeauxr 1914,102 p.）此の譯は散文詩形 

に依り、1914年の巴里大會に於て演出される筈であった。

*J. Romains C ロマン）：Knock （Knock, P. Corret, 1932, 80 p.）

以上に依って第19, 20兩世紀には夥い、逸脫の有ることが判る。乍併之は嫌々禁止的であ

る處の著作權法と大戰に基く其の期間延長の結果でもって、如何とも致方なき處である。現に

1880年に歿したフローベルの如きも今猶其の版庵は開放されてゐない。さう言へばP・一L.
Courier:" Pamphlets "; Michelet: " Jeanne d'Arc "; Vigny : " Servitude et Grandeur "及

び"Stello"; Merimee: u Colomba "; Hugo: u Notre-Dame de Paris"やアレクサンドル・ 

デュマの歴史小說“ Travailleurs de la mer”の第二篇も飜譯圈外にあるやうである。尤も著 

作權ある作品の中でも或ものは特別の協定が成立・た。卽ちモーパサンの“Contes"も▼フロ 

ーベルの“Madame Bovary" uTrois Contes”（旣に其一つは銀譯された:）も譯者に對して

甚しい財的大障碍は】 さなかった。更に之等よりも新しい作品CA. France, Zola, Roger Mar
tin du Gard. J. Romains等が飜譯し得たら甚だ好いのであるが）に付てはーに出版者の好意

の問題である〇

最後に最も急を姿すNと考へる仕事は旣刊の白耳義、カタロニャ、匈牙利及瑞典の詞華集 

（Belga Antologio, Kataluna Antologio, Hungara Antologio, Sveda Antologio,）に範を取った 

Franca Antologio C佛文學詞華集）の刊行であると言ふことを述べ度い。之はなかなかの大事 

業であり卷數も最少三卷を必要としよう。乍併吾佛文學は此の勞作に値するものと自分は考へ 

る。願くば隱れたる文藝擁護者の出でて社に想到されんことを。C註）

（註）詞華集に付ては現在迄の處“El Franca Literaturo,,と題する小册于が川てゐるのみ 

である。之は頗る鑑賞眼の高い編纂振りである。甚だ殘念乍ら□本で發行されたものであるこ 

とを附記せねばならぬ。CN. Kawasaki編,JEI, 1935, 68 p.〔完〕

〔本誌編輯部註〕Cl）上記論文中佛文學者名の發音にカナを施したのは一般宣傳家の便宜を 

考へて編輯部でなしたものである〇 C2）上記Antologioの外にEstona Antologio, Ĉeĥoslova

ka Antologio, Pola Antologio, Bulgara Antologio 等あり 〇

永田拓相芒語る

岡 本 生

我等の熱心な支持者永田秀次郎氏は廣田內閣成立と共にあげられて拓務人臣め耍職につかれ 

た。去る1月末難道エス聯盟の矢島君が車中でパ氏に遭った時同氏は明年の世界敎育會議に於 

てエス語使用の必要を力說され大いに各方而をといてゐるとのべられたことは旣に本誌で報じ 

た所であるC本誌3月號參照;）。その節同氏は矢島君に東京での再會を約されたのであったがそ 
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の後の情勢はやや變じて永田氏は自由の立場から拓務大臣といふ顯職に就任してしまった。大 

臣となった同氏に祝意を表し今後とも拓相御就任前の氣持で明年の世界敎疗會議におけるエス 

語の活用についても大いにお願ひすべく 4丿］4日の學會でのエス遅動座談會の席上我々の間 

で相談がまとまり久保ゝ矢烏、岡本の三人で同氏に會見することにきめた。

そこで善はいそげと早速4乃6日C月曜口）の朝勢榆ひの上丸之内の拓傍省へ山掛けた所 

芝の人臣官邸へゆけとの爭で右官邸へ行った。門前は事變後で警戒がやや嚴-重だった。

ところがゝ臣になられた永山氏は豫想以上の御多忙なので朝の中に铠話で面會・を打合せた者 

でなけれぱあはせないといふ側近の人々のかたい鐵則が勤かすことができぬのでやむなく柳瀨 

拓和秘書官にあって用件の一部を巾上げf1なるべく近口中にぜひ而會していただきたい旨班次 

心、でもらふ樣にたのんで引上げた。

それからどうしても拓相にあはうといふので更代で每朝永田氏私邸へ宽話で面禽をお願ひし 

たが御多忙のため思ふにまかせなかったがやっと4 JJ12日朝になって14日午後5時過口 

本俱樂部で逢はうと云う御返事をえたので一同勇躍集合□時の打合せをした。猶學會理事井止 

氏（鐵逍省事務官）も時間の都合が出來そうだといふので四人で命見の手答をきめた。

14ロ午後4時鐵道省に勢揃ひをしたが午後5時になっても井上氏は今議が豫定より長引い 

たので手がはなせず矢に氏と共に後刻來られることにして久保.岡本の兩人でまづ日本俱樂部 

へかけつけた。

午後5咤10分頃ついたがまだ見えられてゐない。應接室でまってゐると30分位して授 

身偉軀の拓郴が階段を入ってこられた。早速ボーイが當方の名刺をとりついでくれたので.俱 

樂部左手の面會室へ來いとのかであった。

丽人が出かけてゆくと立ったままでをられた拓相は「今口も忙しくて長く話してをれないが 

一體どういふ用件かね」ときりだされた。

それでこちらからは拓和就任の御挨拶もそこそこに「實に明年の世界敎育會議のことでぜひ 

エスペラントを會議に活用してもらひたいと存じますので先逹鐵道の矢必にもお話ドさった通 

りぜひ先生のお骨折を願ひたく存じます」と申上げた所「實はわしも忙しくなったので帝國敎育 

會長の力は辭職願を出したのだがまだ仲々きいてくれぬ。ここ二三口中に敎育會の役耳會があ 

るから行った時よく話しておこう。しかし會議の方の仕爭は專ら大島と松井がやってゐるが大 

島は始終おらないから松井に一度あって話してみてもらひたい」といって早速・名刺に紹介を書 

いて手渡して下さった。

それから帝國敎育询長もつづけてやっていただくことを我々エスペランチストが祈ってゐる 

ことや明年の萬國敎育會議にぜひエス語を入れるため永田氏の側からも大いに働きかけていた 

だく樣お顔ひ申上げた。それから「我々の仲間に平生文部大臣とごく親しくしてゐるものがあ 

りますのですが文相もエス語には大いに理解をもってをられるときいてをリます。萬國敎育會 

議はやはり文部省に關係のふかいことですから文相へもよろしくお話をお願ひ致します」と审 

上げた所「そうか、それはよい、何日か平生に話してみよう」とのべられた。

大傩川件もすみ同氏が大臣就任後ももとに變らずエス語に好意をもってゐて下さることもわ 

かり松井氏への紹介の名刺もいただいたのであまりお手間をとってはと思ひ井上.矢爲氏等も 

こないので「實は鐵道省の井上もぜひお目にかかりたいと申してをりましたが會議が少しをく 

才Lてまだ參りません。よろしくと巾してをりました」とのべてお禮をいって引下った。

丁度俱樂部の外へ出た所井上矢島の兩君がやってきたので會見の內容を話した。いい機會だ
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からといふQで井上氏も一寸敬意を表するのがよからうとの事で中へ入り拓相に面會をたのん 

だ所再び怏くあらはれたのである。永田氏は井上氏に對して萬國敎育會議の事は仲々簡單には 

き主らないと話されこういふ風な方法が一番よくはないかとのべられそうして君達の力で一つ 

こういふ方面にあたりをつけてみてはどうかその次第によっては自分も口をきいてやらうと話 

して下さったそうである。その詳細はこĥに發表せぬがとにかく今後も大いにエス運動のため 

盡して下さるとの御莒葉であったとの事である。

明年夏の世界敎育會議を打診

會議の內幕が乙れでわかる

• 岡 本 好 次

永田拓相の紹介の名刺をもって4月17日午後4時帝國敎育會の外局とも云ふべき節7 ［即 

世界敎育會議ら準備に忙殺されてゐる松井駁氏を敎育會館の第七囘世界敎育會議H不事務局へ 

お尋ねする。松井氏との問答は約1時間にも亘ってゐるからその一々はここにのべない。 唯 

その要點をかいつまんで次に紹介する。

當方から訪問の要旨として明年夏束京で開かれる世界敎育會議の用語として是非エス語をも 

公用語としていただきたい。乂各國の參加者の招待狀その他H本の敎育狀態の紹介の册子等々 

にもエス語を用ひてもらいたいと述べた所松井氏は懇切に詳細にその大會の成り立と帝画敎育 

會との關係公用語問題を次の如くのべられた。

「實はその世界敎育會議といふのは東京で開かれますがその主催者といふのは米阈に本部を 

置く The Federation of World Education Associutionsといふものでそれに加入してゐる團體 

は世界各地にありますが特に米國に澤山あります。我囲では帝國敎育會唯一つです。そして今 

度もこちらで束京へ招待したといふ程度であってすべて議事その他は右の米國の本部が中心に 

なって開くわけですから結局各會議の議長もアメリカバが多いでせう。そんな關係で公用話は 

英語に限るようです。

この前の大會はエヂンバラであったのですがドイツ語やフランス語で硏究を發表した人も 

（英語が大部分）多少あったらしいですが報吿集をみると全部英語になってゐます。今度もです 

からI」本語を禁止するといふことではないでせうか公用語は英語だけでせう。

そんなわけですから公用語にエスペラントをといふ間題は米國の本部と交涉しない限り不可 

就です。

その上來年の右の大會に出席する外國の人々は口下の豫想では仝體のハ割が英語風民なので 

す。その點からも英語が斷然優勢だと思ひます。

次に私の今仕事してゐるここは帝阈教育會の外局といった風な仕事をしてゐるもので帝國敎 

育會直屬ともちがひます。そして我々の仕事は會議についての準備だけを中心にして活動して 

ゐるものです。 ・

外國からの參加者を大いに歡待したりいろいろ案內したりすることについての相談はここで 

やるのでなくそれは別に總務會といふのがあってそれには外傍省文部省國際觀光局阈際文化振 

興會等の代表者から構成されてゐる會があって之がその方面のことについて議決するわけです 

それですから今日のエスペラント學會からの御巾出については私の方からその會へこういった 
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陳情があった旨申ったへますがそれ以上の茅は我々の方でできません。

前にのべましたように公用語にエスペラントを用ひるといふことは殆んど間題にならぬこと 

ですが併し外國の參加者に出す招待狀とかその他いろいろの印刷物にエスペラントを使ふとい 

ふことは別の問題で總務份が採否をきめるのです。エス語をも採用するとなれば御會のお骨折 

を願ふことになりませう。

招待狀の笫一囘は英語で發送することに決定し主した。第二囘以後はドイツ語フランス語ス 

ペイン語寧にするかどうかはまだ決定してゐません。この前エスペラントも用ひるかどうかに 

ついて話に出たときいてゐます。

しかしまあ八割が英語阈人であるしドイツからは一人も來ないらしいしフランスにしても敎 

育會代表と政府代表が一名宛位かもう少し來るかといった具合で非常に少いのです。なんとい 

っても米國が一番多くて約8J0名です。（全體で外人1200名、英人200-30〇名らしい;）。

といふ話。それで總務會へ當方の陳情取次をお願ひ申し且「一昨年の東京Q萬國赤十字會議 

も私の調べた所では各國の代表といふものは政府代表一名くそれも大抵は東京駐在Q公使とが 

領事とかが出席）赤十字代表一名といふ位のものであるのに米國が六七十名の多數で出席した 

尢もこれらの米國からの出席者は赤十字運動についても殆んど理解のないものまで來たといふ 

非難があった位でした。米國では日本觀光につれてゆく位の氣持で赤十字代表を募ったとかき 

きましたが今度の會議はどうですか」ときリこんだ處「いや今度果國からくるのも澤山のこと 

ですからこちらでぜひ來てもらひたいといふのでなく來てもらはなくてもよいといふ人々もま 

じってゐはしないかと思ってゐます」との返答であった。

っまり米國といふ國は弗の偉力で世界中へのさばりあるき庚國大會といふ榛なものもこの弗 

の偉力で米國色にぬりつぶさうといふものらI•い。そしてその弗の偉力が米國乃至英阈をして 

世界大窃を橫行濶步せしめるものらしい。

しかもこういった3分2をしめる米人の來る世界敎育會議に□本の政府では相當の補助金を 

出して外人を如何にして歡待しようかと心配してゐるとはお目出度い次第である。

この敎育會議は總豫算60萬圓で外人の參加者一人當り歡待费は二三百圓とかのことである。

捞松井氏との公的の話を一通り終へてから少し打寬いだ時同氏は「どうもエスペラントをや 

ってをられる力は熱心ですね〇熱心すぎる位ですね」と述懷されたには些か閉口。

それから世間話學校の話等の後「日本の文學でエスペラントで紹介されたものが相'當ちりま 

すか」ときかれたのでこれこそいい話題と許りにエス譯されてゐる文學作品の名をあげとにか 

く學會の雜誌に昨年そのリストをつくって發表しましたがそれを近々まとめて出版する筈です 

と話した所「それはぜひもらひたい」と話され且「外國の參加者にそういったものを配布する 

といふことは有意義だと思ふ」といふ帝味の事をのべられたのには我が意をつよくした。

やはり理想論はわかってゐてもそれよりも實際問題實用の問題が一般の人々の興味をひくも 

のだといふことが之で一層よくわかった。

乂萬國密議とは如何なるものかといふ事もこれでよくわかった。國際駙盟などはもともとウ 

イルソンの理想論からつくられたもの故小國でも一票の權利をもたせてゐるが他のいいかげん 

の國際會議は金の多い國で代表者を餘計派遣出來る國が勝手をふるまへるものだといふことが 

わ加る〇 … - • •

話の終る頃Marin氏を案内して多忙だった矢島君が寸暇をさいて應援にかけつけて來られ 

松井氏にいろいろ鐵道省關係のエス語實用のことについて話してくれて大いに認徹をふかめる 

樣努められた。 . ヽ•「ン，
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エスペランチストは獨善主義をすてよ

（4月14日文藝懇話會席上での談話）

貴司氏は朝日新聞の懸賞に當選した「第 

の黠判」の作者であるがこの作にはNia 
Savontoとか何とかさかんにエス語の名 
前が出てくるので我々同志の間で特に有 

名な作家であり最近は「文职案内」とい 

ふ雜誌を主宰されてゐる。これも«vid
anto Literaturaといふエス語のsubtitolo 
を入れてをられる程非常にエス語に好意 

をもってをられる方である。この方の工 

スペランチストについての觀察はいろい 

ろな意味で興味がふかいし且敎へられる 

事が多いと思ふ。

今噪は懇談的に何もかも忌憚なくブチマケ 

て云ってもらひたいといふ先刻のお話もあっ 

たことだから思った通り申上げる。

エスペランチストが他から嬢はれるといふ 

ことについてはいろいろあらうが自分の經驗 

から云ふと次の樣なこともその原因だと思ふ 

エスペランチストは獨善主義とでも云ふか 

とにかく自分が世の先覺者だといった氣持で 

一人超然としてゐてエスペラントをやらぬ人 

を見下したような態度をとる。こういった態 

度はスエペラントをやらぬ人間に不快をおこ 

さしめるのが當然でちろう。
又.私の知つてゐるエスペランチストが私に 

K——氏のK——といふ小說をエスペラント 

に譯してゐるがその中にあるT----- といふこ

とが何のことかわからぬから譯するのに困る 

からしらしてくれと云ってきた〇いろいろき 

きあはせてもわからない。しまひに〇——市 

にすむ人々を屈み著者（故人:）の母親にとひあ 

はせてもらってやっとわかった樣な次第でさ 

っそくそれを先方へしらせてやった。こちら 

ではその位につくしてゐるのである。それに 

（\分はそのK 氏の仝集を編纂してゐるの 

でそのK——といふ作品のエス譯が何時どこ 

から出るのかどうするのかきいてやったが何 

とも返事をよこさない。卽ちこちらを禾Ŭ用す 

る一方でこちらの役に立つことをしてくれな 

いこんな利己主義ではきらはれるのも無锂は 

ない。自分は一般のエスペランチストはそう 

ではないと考へるがこういった人のあること 

は遗憾である。

貴司山治（談）

それから又エスペラントを利用していろい 

ろの文葵方面の世界的のニュ-スをあつめる 
といふことも不可能でがいと思ふ。こういっ 

た通信によってあつめた面白いニュースも獨 

りょがりのトーシャ版刷の同人雜誌位に發表 

してゐるのでは何にもならぬ。いいニュース 

や材ぢは廣く世間に發表したらよいと思ふ。 

私もそういふのをきいてこちらの雜誌に出し 

たらどうかとたのんでやったがやはり承諾し 

ない。これなどもやはり骨董いぢりの老人の 

樣に自分一人の寳物として珍しい材料をコツ 

ソリ私有してゐようといふサモシイ考への樣 

であるがこんなことはどうかと思ふ。エスペ 

ランチストはもっとエスペラントで集めたも 

のを公開せなければならぬ。

私の「文學案內」といふ雜誌の讀者から工 

スペラント欄をおけといふてくる手紙も多少 

は來ます。併し實際にエス文で綾った頁を數 

頁もっことはエス文のよめぬ讀者には無用の 

ものであるし今時講座でもないと思ふからそ 
れよりもエスペラントであつめたよい材料や 

ニュースをとりいれたいと思ってゐるのであ 

る。それに私のしつてゐるエスペランチスI、 

は唯エス欄設匿といふ機なことをやかましく 

云ふだけでそういった風な働きをしてくれな 

い。實際日本詰で書いてある文學雜誌に每丿］ 

二三頁エス话講義をのせたとてそんな貪弱な 

ものでエス話を獨習しなくとも安くてよい獨 

習書が澤山ある筈だから本當にエスペラント 

を獨習する人はそういったものを利用すれば 

よいのではなからうか。

それよりもエス文といふことにとらはれな 
いでエス詰であつめた材料を「J本文の雜誌へ 

は日本文で書いて與へる雅雄がなければなる 

まい。自他共に互に利川し利用されるといふ 

氣持が少くて何とかして自分は利用されずに 

唯對手だけを利用しようといふ氣持が多いの 

はよくないと思ふ。對手を利用するにはまづ 

大いに對手に利用される雅最がなくてはだめ 

だと考へる。

又先逹しudwig Rcnnが殺されたといふ報 

道が日本でひろまって新閃や雜誌の方面に出 

た〇ところがRcn nはころされたのでなく生
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きてゐるのだといふ抗議を自分の所へよこし 

たエスペランチストがあった。それで口分も 

車大なことだからと思ってBenuの生,きてゐ 

るといふ材料やどこから得たニュースかをと 

ひあはせたらこまごまと知らせてくれた。併 

しエスペランチストはこのKennの生存につ 

いて前の誤報をたださせる意味で新聞や雜誌 

によびかけたことはきかない。こんな時に工 

スペランチストが誤報訂正の勞をとったらど 

んなにかよかったろうと思ふ〇そういふ時に 

エスペランチストが大いに努力しなければな 

らぬと思ふ。そうすればエスペラントの實用 

性も眞個も發揮されるのだ。一部のエスペラ 

ンチストは手にいれたニュースを私有物の如 

く後生大事にもってゐるのはよくない。

私は諸君がエスペラントをもっと活用して 

こういったいろいろのカ面のニュースをあっ 

めたりして世間の人々に利益をあたへる樣に 

しなければならぬと思ふ。

私もエスペラントが世界共通語になるとい 

ふことは理想として結搆と思ってゐるが今日 

としてはとにかくエスペラントはこういった 

國際上の連絡の用語として钗も大きな役割を 

果すべきだと考へます。

諸君がこれから大いに外部へ働きかけられ 

るに當ってエスペラントに好意をもつ外部の 
ものがこういったことを考へてゐるとい』、こ 

とをお知りになるのも御參考になることと思 

って實は忌憚なく申上げた次第ですからあし 

からず。C文責在記者）

日米學生兪轻用国代表

北から南へ

日米學生倉議でエス語につき討議

久保貞次郞

★續北米太平洋沿岸訪問記★

ポートランド市で（7 B 28日ーー8 }} 4 ロ）

リード大學の前庭。廣々した綠の芝生は一寸日本では想像が出來ない。大學へ逋ふ廣い道路 

が、門も垣根も通らずに校舍の前を通じてゐる。周圍に垣根など面倒なものはないのだ。圖書 

館ヽ敎室・寄宿舍と三つの建物が、薦に蔽はれて美しい。

"ノ、ロー Good moming !"
"ハ ロー ITow do you do ?"

と私達45人の□本から渡って行った男女學生はこのリード大學め寄宿舍に滯在して、87名の 

アメリカの學生と每日冏卓:會議を續けて來た。政治、經濟、國際問題、文化及び敎育.宗敎の 

分科會。 ・

朝食を贅澤な食堂でとると、私逹は大急ぎで、ノートヽ參考書を抱へ込んでヽ自分の分科會 

へ驅け込む。日米學生會議の期間は7刀29 ロ——8月3 tlo討議の合間には、この大學の 

滯在地、オレゴン州第一の都會ポートランド市の下町へロータリー俱樂部・商工會議所の畫餐 

に招かれて行く。 ,・ ゝ パで皎;

この町へ來てからは每日會議會議でエスペラントのことを忘れたやうだ。UEAの年鑑には 

ここの町のdelegitoはのってゐない。そこで出發前に、ワシントンにあるアメリカヽエス連動 

の總元締たるKANA （Esp-ista Asocio de Norda Ameriko）に手紙をして、もしポートラン 

ド市に同志がゐたら知らせて欲しいと賴んだところ、ハガキの返事が來て、同會の务簿による 

と同市には一人S・ino何とか云ふ女の同志がゐるきりだとあった。それでアメリカに來ては自
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動車を持ってゐない人間は滿足に人間らしい行動がとれないのだから憶劫になってヽ訪問もし 

ないでそのままにしてをいた。

8月1日（金、关しい靑空。綺麗に刈込んだ芝。今更ながらアメリカを感じてゐた朝、ア 

メリカの委員がやって來て、「君に面會・人だ。」と、僕の腕をかかえて講堂の方へ連れ出した。 

階段へ上りながら、彼は小さな聲で「その人は盲人だよ」と吿げた。それで僕は直覺的にその 

面會人がエスペランチストだなと思った。果せるかな講堂へはいって行ってみると、一人の旨 

人が待ってゐる。早速自己紹介して手をとって庭に出ながら話しをするとAVilbur I^ane君と 

いふ同志。シアトルのジャクソン氏から手紙を受けとって、久保がリード大學にをるから訪ね 

よとのこと。しane君エスペラントき始めて一年半位たつのだが、會話の練習する機角がない 

ので.充分よく話せない。英語とチャンポンで15分程、日本のエスペラント運動の話しなど 

する。朝の講演の時間が迫ってゐるので再何を約して別れる。

圖卓會議に國際語問題。

そQ日（8月1ロ）の午後のことであった。呵卓討議の議題はあらかじめ.會議の始まる以 

前に兩國の各部會のCĥairmanが寄り合って、かねて通信で連絡をとってをいた題目を更に詳 

細に相談して決定するので.大體今日は、何の間題に就き、誰がレポートを讀むかが分ってゐ 

る。そこで私の屬する部诃には靑山學院の後藤君が加ってゐる、文化及び汲育部!であるので 

國際語問題をとり上げるにはもってこいだ。しかし國際語に關する議題は全然公式プログラム 

にはのってゐない。そこで後藤君と相談して是非會議の中一度は國際語間題をとリ上げて、ア 

＞リカ側の英語萬愷の衫へ力にーアワ吹かせてやらうと、手ぐすねをひいて待ってゐた。

とうとう絕好の機會が到來した。

「文化及敎育」の部會の出席者は日本側女子6、男子5■アメリカ側男女12といふ配合。そ 

の日の司會者はアメリカ側のプリドーといふ眼鏡をかけた神經資な女學生。會議はStanlbrd 
大學の東洋文化の敎授市橋曲士の講演をきくことから始まった。敎授は東西文化の接觸から說 

を始めて、終りの方になって、どうしたことか・英話がひどく難しい言語だ。この難解の言語 

を征服して.英米文化を取り入れのことに勞力を惜まない□本人を見るといやに見得を切って 

アメリカの學生がアッケにとられてゐる中サッサと引上げて了った。その次に讀主れたのが津 

田英爭塾の佐々木福子孃の「日本の英語敎育」のレポート。この小論文は日本の英語敎授の現 

默を述べて、最近その能率が上らぬことから、敎授法の硏究が熾んだと述べてゐる。二三の質 

とが出て一寸まぎれたとたんに、後藤君元氣よく

「日米學生令議をアメリカでやる際は英語でやるのは至當だが・日本でやる時には日本語で 

やることにしてはどうか?」と否定的な答を見越してきめ込んだ。果せるかな、アメリカ側 

Chairnmn以下苦笑して、その到底不可能なことを示せば、日本側も現狀をよく知ってゐるの 

で一緖に笑ひ出す。そのすきに後蛭君又もや

「それじやあ會議用語にエスペラントは?」と一刀あびせる。

プリドー議長 「Espenmto is a silly language !（エスペラントなど馬鹿げた音語です〇）」

•こんな嬉しい返事は願ってもないことだ。

久保 「何故エスペラントは馬鹿げた言語なのか?」

プリドー嬢 rBasic English （ペシック、イングリッシュ;）の方がまだよい」

久保 「貴女は”asic Englishといふものが、どんな言語であるかを御存じなのですか。貴 

女はBasic E.を學ばれたことがありますか?」
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と逆襲したところ、議長スッカリ国赤な顔になって了ふ。

久保「あなた方は動詞がたった16しかなく例へばut（食べる）といふ語のない言語を使 

はうと思ひますか」 * '.,、、 釜

とれでブリドー先生全くあわてて了って返答につまって了ふ。この邊から討議は□熱化して 

日本の學生は大いに喜んで盛にやれやれと聲按する〇

後藤君「虜際會議に英語が使用されてをるのは一つの段階に過ぎない。何處の國にも屬さ 

ぬ言語が最も公平でちる。」

久イ呆「吾々の場合はよいが、若しアメリカの學生が獨逸の學生とドイツで會議を開くのにゝ 

何の言語を選ぶか。恐らくドイツ學生はF1國語で行ふことを希望するでせうし、アメリカ學 

生は英語を主張するでせう。フランス人との場合は如何ですか、そして伊太利とは?」 

アメリカ側は沈默を守り始めた。そこで私は國際語の原則に就いて述べてよいかとヽ議長に 

尋ねたところ許可が出たので、傍から一つの報吿文をとり出した。このレポートが仲々愉快な 

しろものなのである。シアトルに到着して.同志ジャックソン氏に角った時、會議で國際語問題 

が論議せらるることがあるかも知れぬから、一つ英話でその報吿文を作製して欲しいと依賴し 

たところ・非常に親切にニ頁程のをタイプしてくれた、その他二三の參考文献をくれた。今僕 

が大切そうに小わきからとり出したレポートは正にこのジャッソン氏の作ったもQなのである。

中立性

容易なこと ......... ゝ

生きてをること •

これ等の基礎原則を黑板に霑いて、

「この原則をあなた方は認められるか?

と質ねたところ、肯定する。ところで今度はアメリカ側から玫問の矢が放たれた。

A 「その原則は認めるが.實用としてエスペラント語をやるよりかフランス語なりドイツ語 

なりの國語を學んだ方がよい。」

久保「英國 

の女學校で 

Aクラスと 

Hクラスで 

フランス語 

を學習す 

る。Aクラ 

スが—年か 

ら五年まで 

フランス語 

ばかりを學 

ぴ、Bクラ 

スが一年か 

ら三年まで 

エス金吾、四 

年五年とフ关

バークレイ市における1934年12月ザ祭 

向って右より5人目はし. WharfT氏

・ランス語、授 

業總時間數 

が同じ。そし 

て五年の終り 

にBクラス 

の方がフラン 

ス語の成績が 

Aクラスより 

も優れてゐ 

た〇且Bク 

ラスはエス語 

を修得した。

この事實を何 

と見るか。外 

國語を學ぶた 

めにもエスペ

ラント語は學ぶべきである」っ
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プリドー議長 「エスペラント話は實際に使はれてゐないから役に立つまい』

後蘆君「そんなことはない。日本ではチャンとAssociationがあって.連絡をとり、活躍し 

てゐる。」

久保 「日本には數千の人々が現在やってゐるし、歐洲ではラヂオさえエス語を用ゐてゐる。 

アメリカは眾もエスペラント遅動が不活潑な國だが、シアトルで百人近くのエスベランチス 

トに出會った。此の町にもエスペランチストがゐる。世界を旅行するのにエスペラントをや 

ないらなどといふ事はこれこそ馬鹿げたことだ。」

B 「しかし各國人の使ふエスペラントは國訛があって異ってゐるため理解が難しいだらう。 

久保 「自分は□本にゐて、十數ヶ風のエスペランチストに出遇って話をした經驗を持つが、 

全く容易にお互が了解し合へる。そんな心配はとり越し苦勞に過ぎない。」 

これでアメリカ側はスッカリ兜をぬぐ。

そして「一つしゃべってみてくれ〇 Show me a demonstration !Jとくる〇Ĥ本の學生に英語 

でしゃべつの貰って、それをすぐエス譯する。「黑板に書いてみてくれ」と云ひ出す。それを 

果たして、文法の一くさりを說明して、その日の討議が慕。

この討議のことは、最後の總會の節一般に報吿され、記錄に殘ることになった。かうして、 

國際語問題はアメリカ側を啓蒙することに役立って非常な活潑な討議のうちに終りを吿げた。

8月2日（金）養父を學校の金堂で濟ませて出てくると二人の婦人と昨ロの盲人のしane 
君が訪れて來てゐるのに會ふ〇庭のはじの木蔭で芝生に腰を下して、話をする〇 むino Howard 
E. Green, S-ino H. J. Halderだ〇二人とも御主人はエスペラントをやってゐないとの話。口 

本では一寸考へられない。むまリエス語を實際に使ふ機會がないのだから、二人ともしゃべら 

ない。英語でしゃべる。それでもエスペランチストだといふので非常に氣安く話がはづむから 

愉快である。Halder夫人は北歐からの第二世だ。日本のエスペランチストがエスペラントを 

修得するために拂ふ努力の話をしたら、目を丸くして、.口分達も定期的な命合を持たねばと云 

ってゐた。間もなく別れを吿げる。

8月4日（日）朝眠いのを無理矢理に起されて荷物をバスに積込む。大型のバスで30位 

座席がある。これの二墓に分乘して私達は一週間滯在したポートランドの地に.アメリカ訪問 

の第一目的たる會議を終へ、肩の輕くなった氣持でさよならを吿げる。バスは地響きをたてて 

ハイウェイを一路南へ。南へ。

サンフランシスコを通過する。

バスに乘って南進始めてから5日目、相變らず素晴しくよく鋪裝されたハイウェイを乘り緬 

ける。カリフォルニア州にはいってからは殊に美しい门然だ。「地上の加州は天上の樂閑にまさ 

ろ」と云はれる程の自然に惠まれた土地。

その中バスの運轉手が桑港がすぐだと吿げる。やがて丘を一つ越えるとスクスクと空中に离 

層建築をつき立てた市街が入江を隔てて映じてくる。その豐富な色彩。資本主義文明そのもの 

の偉力.を示す姿。

パスが渡場に到着して、そのまま渡船の中に乘り入れようとする時、一人の紳止が前の學生 

團のバスに近づいて物を間ふた。私の友人が私を——丁度私がこの時助手臺に腰かけてゐたか 

ら・兩方から見ることが出來た一指して何か云ふ。その紳士が近寄ってくる。同志A. Vinzent 
だ。握手、挨拶。一緖に船にのり込む。彼は私がアメリカ滯在期間日本からの手紙を受けとっ 

てゐてくれた同志である。船上で久し振りに口をついて出るエスペラント。彼は1913年から 
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エスペラントを始め1915年San Franciscoの萬國大會の會計をやり、地方エス運動の功勞者で 

ある。小圾ゝ進藤、井上、池田氏等日本からやって來た同志は皆知ってゐる。流暢、正確.語 

鞄の豐富、これが彼のエスペラントだ。ここで又□本の學生はエスペラントの効力に驚く 〇時 

間も知らせてやらなかったのにわざわざ出迎へに出てくれた彼の親切。彼臼く「日本の領事館 

に電話をかけて學生團が何時に灣頭に着くかを質ねたところ、不明だとの返事。バス會社に問 

合せたところ大體解ったので、領事餡の方へ逆に報らせた。」と。桑港には60人位同志がゐる 

が、今は定期的に集ってゐない。さうしてゐるうちに船が對岸にピタリとつくと、私逹は市街 

を通り拔けて南進しなければならない。Vinzent氏と一時のお別れだ。

ロスアンゼルス

8月8日、9 ロ 桑港を通過してアシルモア、サンタバルパラ・と各々一泊して、愈々!0 
「［夕刻二百萬の人fiを擁する大祁市ロスアンゼルスのOccidental大學Q庭にバスが迂りこむ。 

去年日本へやって來た額なじみの連中5-6人一團となって待ってゐたのは嬉しかった。

8月11日（日）

朝ロスアンゼルスを出發してカリフォルニア工業技術所を見學更に南進を續けるのだ。この 

硏究所を見學中一人のアメリカ人が現れる。日本の友人達は「そら又エスペランチストだ」と 

ばかりに僕のところへ連れてくる〇 D-ro CharlesヽVitt齒科醫で非常な溫厚な人物だ。日本か 

ら僕の送った渡米挨拶狀の他に、進撚靜太郞氏から同氏へ宛てた小生の紹介の手紙をもってゐ 

・る。早速親密によもやまの話。その中D-roヽVitt及び其他のロスアンゼルス市の同志が今晚歡 

迎會を開くといふのだ。といふのはポ・トランド市から、Vitt氏から「歡迎會・を開きたいから 

何時が都合がよいか知らせて欲しい」との手紙に對して、その「［ならよからうと返事を書いて 

をいたのだ。そんな事はスッカリ念頭からはなれてゐたのだがゝ來てみると私逹一行の旅程が 

變って、同日は羅府を離れること60哩ものRiversideといふ町へ泊ることになってゐる。さ 

あ困ってヽ種々苦心したが、どうにも仕方がないので、謝って、口を變更して貰ふことにする。 

ヽVitt氏は會の中止を通知するために耀府へ引き返す。

この硏究所で立派な畫食:を御馳走になってゐると、又もや別の人物が現れた。一番端に坐っ 

て僕に「何處にMr. Kuboがゐるか?」と訊ねる。名乘りを上げると.トタンに彼氏、ペラペ 

ラと素晴しく速口でエスペラントを喋り出す〇 Arther Brooks Baker氏がこの人である。頭の 

はげた、一寸精悍の感じのする男である。彼はエスペラント語を29年問やってゐるさうだ。 

彼はアメリカに最初のエスペラント雜誌” Amerika Esp-isto "を1906年10月創め、後之を 

Ges-roj Reedに讓渡した〇このAmerika Esp-istoが現在まで.北米エス運動の最も權威ある 

機關紙である。彼はその他„ Elcments of Esp."や學習書"American Esp-Book u C4萬喪れ 

た）を作った〇1907年に” Komunista Mani依?to "エス譯を發表した〇兎に角そんな譯でア 

メリカのエス運動の功勞者の一人なのである。過去に於ては講演業、或はĵurnalistoとして働 

いてゐたらしいが、現在では特に之と云って定聡がないらしい。彼氏は僕から歡迎會の變更を 

きくと、頗る殘念がって.それはいかん、是が非でも今日やった方がよい。60哩位は何でも 

ない。會が終ってから.自動車でとどけてやるからといふ。そこで決心をして一行から拔け出 

ることになった。何しろ自由行動は禁ぜられてゐるのだから秘密裡にやらなければならない。 

コッソリ裏の出口から出てBaker先生の友人のボロ自動車に乘せて貰って. 羅府に引きかへ 

す。彼氏はアメリカの資本主義制度の缺點を旺に指摘して特に失業者の多いことを擧げてゐ 

た。„New Massesuを進呈したいと思ふが受けとってくれるかと云ふ。とうとう貰ふ機會が 
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なかった。

彼は過去 經歷が物語る如く熱心な宜傅家で・僕をjTheStsr”他二三の新聞社に連れて 

行き、宜傅をする。小生は英語を知らないやうな顏をしてゐる。翌日の新聞に揭げられさうだ。

飮迎會はD-ro Wittの邸宅で開かれる。夕刻Witt邸へ到着するとまだ誰れも來てゐないと 

ころでS-ino Wittに面會する。Witt夫妻は人の親「I家でJapan Society （日米人よリなる社 

交會）の副命辰をつとめたこともある。

やがて績々と同志がつめかけてくる。若い女の人もゐれば、自分はユダヤ人だと2乘る脊の 

低い資家、エストニアに生れたといふ婦人.マニラに永くゐたといふ老人〇 30人ばかり集まるa
Bakerの司會で始まる。僥が十五分程日米學生會議のことや、「［本のエスペラント運動のこ 

となど話してお茶になる〇ここでGes-roj Cĥomette Cショメット）に會ふことの出來たのは愉快 

だった。同夫妻は萬國大會で知り合ってフランス人たる夫君にベルギー人たる夫人は結婚する。 

二人の間に出來たチ供は當然エスペラントをよく話す。日本を發つ時井上萬壽藏氏から紹介狀 

を貰って來てゐるのでその話をすると、大變慢しがる〇是非ータ家へ來いといふのだが。何し 

ろプログラムが定まってゐるので滿足するやうな返游が出來ない。それでも繰返し繰返し來い 

と云ってゐた。

ロスアンゼルスと云へば日木のエスペランチストはSchererを思ひ出す。それ程彼の名は記 

憶されてゐる。この土地に來て聞いてみると.Schererは目下住宅白動車をひっぱって.アメ 

リカ中を舌の旅行中だと。溝演題目の主なるものは【【本に關してゐる。Schererが去った後の口 

市はエスペラントは往時のやうな活氣を呈してゐない樣だ。命員は1〇〇人位ゐるとか。

さて雜談してゐる中に時刻が段々たつ。散讦の時間になって、僕は心配になって來たのは、 

一體誰がどうして僕を60哩さきのMission Inn （有名な大ホテル］にもって行ってくれるか 

だ。Baker氏に質ねると心配するなと云ふ。色々が情をきいてみるとこうなのだ。ここに今晚 

メキシコの國境を越えてやって來た同志がゐる。彼氏はロスアンゼルスの尿に英國から彼を訪 

れてくる三人の若い英國歸人を出迎へにやって來て、序にWitt邸の僕の歡迎命に駅を出した。

汽車の時間が來たので彼氏は驛に行ったが、若しその三人の英國婦人が來なければ、歸途乂 

ここに寄って、僕をのせて行ってくれる。もし彼が10時までに來なければ"汽車に乘って行 

くより他に道がないといふ。甚だ心細くなって來た。ところが天祐!三人の英國の婦人連が來 

なかったのだ。彼氏盛に誉・をかしげて

Kien iris la tri junaj anglinoj ?
を繰返して室の中へはいってくる。Baker, Witt氏夫妻に別れをつげる。自動車は暗の中に吸 

ひ込まれる。

60哩の對談——探檢隊の首領

彼氏の名はP-ro Edmond Sz^kely Cセーケル）〇頭を坊主に刈リ込んで、冃め優れた、鼻の 

高い、口のひきしまった、皮膚の色は陽にやけて褐色ヽやや東洋人的な感じ、脊は5尺4寸 

位。ネクタイなどしないで、折襟のシャツを白く巾廣く川してゐる。エネルギーそのもののや 

うな步きぶり。

先刻會の時に立ち話をした際には.歐洲にゐたらしく ▼井上萬壽藏氏と!nternacia Don!〇で 

一緖だったとか、UEAの改組問題の最近の事情はどうか、Kreuzを知ってゐるとか、優秀な 

知讖とガッチリした話の進め方をする男だ。それに非常に正確な發音でゝなめらかに自由にし 

やべる彼のエスペラントは、未だ曾て聞いたことのないよいエスペラントだ。
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此のSz0kely敎授と60哩の夜道を自動車の中で對談することになった。

先づ彼はハンガリー人であることが分った。ルーマニアのある大學乃心理學の敎授をやって 

ゐたが今は世界探檢の途中。この探檢隊は1930-1940年の期間でパミール高原を出發點とし 

て、アフリカを通過して、西E卩度胖島.それから今メキシコと合衆國の國境までやって來たの 

だ。5年かかってここまで押し進んで來たのだ。東洋へも來るかと誘って見たところゝ目下の 

計畫では行けないとの答。探檢の目的は、比較土俗學の硏究であって、例へば小島に溢在して 

そこの住民の言話、其他あらゆる生活樣式を硏究する。それを單に質問ばかりによってせず、 

输密な器械を使用して反應を檢するといったやり方。彼はその點心理學者であるから、實驗器 

械ち操作は巧みだ。この集積と他の住民刀集積とを比較してヽ人類の起源の科學的根據にしよ 

うといふ。彼は日本民族はアジア大陸から移住して來た民族だと考へる。

探檢隊の一行は首領のセーケル敎授を除いて他に口名、全部國籍を異にしてゐる。現に私 

の乘ってゐる自動車の述轉をやってゐる靑年は英國人である。この隊の公用語は、英、獨ゝ佛 

スペイン其他であるが、エスペラントが主要な公用語になってゐる。といふのは隊長以下12 
人の隊員が悉く阈籍を異にしてゐるのであるから最初一つの ・8■語で全部に命令を發してもそれ 

が徹底しないので、同じことを他の音葉に譯して二重三巫の手間がかかった。古くからのエス 

ペランチストであるこの優れた首領は、隊員に探檢の途中途中でエスペラント語の購習を始め 

た。そして今では全部ら隊員が-樣にエスペラント語を自由にあやつる。そういへばハンドル 

を握ってゐる英國靑年もエスペランチストだ。探檢調査の報吿もエスペラントで書くといふ。 

何か印刷にして發表しないのかと質ねたら・彼の考へでは194°年探檢厳行・が一應終了した後 

に之をまとめる積りでゐたが.すすめられて中間報吿を英譯して英國のある出阪所から 

Cosmos, Man and Societv C字宙、人間、社會）

といふ題で約1000頁程の尼大なものを出すさうだ。あとニケ丿】程したら發行される筈だと云 

メゝ〇

この探檢隊の寶用は全部セーケル敎授が個人で負擔してゐる。彼日く「公や、又は團體、研 

究所等から金を貰ふとヽ自分逹の所說をまげたり、自由な行動がとれない。だから絕對にさう 

いふ所から補助金をうけない。しかし君、そんなに考へる程は費用がかからぬものだ。例へば 

,金事にしても、生の物を食ふ。野營をする。これを見給へ」と云って取り上げたのは生のヂヤ 

ガイモだ。よく見るとヽ自動車の中に泥のついたジャガイモが轉がってゐる。萬事こんな具合 

だ。ここで彼の素晴しい世界觀がくりひろげられる。

人間は富んで.長命して、且頭腦がハッキリしてゐれば之程幸福はない。現在の資本主義文 

明は餘りにも人間の生活を人工的にし過ぎて、短命にしてゐる。自分が今迄調査したところに 

よってみても、長壽を保つ人種なり住民の條件は皆共通である。Cl）新鮮な空氣。（2）充分な 

□光.C3）新鮮な食:物。これである。成程さう云へば彼氏サッキから白動車え窓をあけて盛に 

風を入れてゐて、僕が寒いと不平を訴へても.とうとう「新鮮な空氣は必要だ」と頑張って、 

硝子窓をしめさせない。服裝にしても胸をひろげたシャツだ。僕はそてでそうした原始的な生 

活は折角の文明から逆行する。人間は短命でも高い文化を味った方がよいと反駁するとゝいや 

そんなことはない.そういふ健康な生活をしてゐて、高度の藝術、學問を味へばよい。然しど 

うすればさういふ人間社會生活が出來るやうになるのか聞くことが出來なかった。

彼の記憶力のよいのには薦嘆する。哲學の話しが出てゝ西洋哲學者の名前をソクラテスから 

フッサールまで順々にあげて.彼はどうだ、此の哲學者はどうだと說明する。ヘーゲルの辨證 

法に就いて、極く初步的な意見の交換をしたが、彼氏豐富な表現力をもってゐるので、スラス 
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ラと苦もなくエスペラントで說明するので、こちらがタヂタヂ。

60哩の夜道を、數囘尋ね尋ねして、12時 Mission Innにつく 〇ホテルの前で「お寢みなさ 

い」で.自動車はメキシコ國境指して。

ロータリー俱樂部で

メキシコの國境近へ行ってから又北上して、サンフランシスコ。8月20日、市中目拔き通 

りのPalace Hote!でロータリー俱樂部の學生團の歡迎會がある〇ホテルに近づくと、この前 

渡場まで迎へに出てくれたVinzent氏にパッタリ出會。日本から來た手紙をわざわぎ届けに來 

てくれたのだ。會場にはいる前にVinzcnt氏とエスペラント語でしゃべってゐると、前に列を 

っくってゐた一人の老紳士が、Vinzentl氏に「君は「I本語で話してゐるのか」ときく 〇ヾinzent氏 

が說明すると感心してきいてゐたが.やがて順々に會場にはいる時件の紳士が僕をつかまへて 

彼の座席の隣りに案內してくれる。はいってみると500-600人の參會者だ。彼や僕の坐った 

席は一段と高いところで.司窃者と同じ列。先程V inzent氏が僕の耳にささやいて彼は世界的 

に有名な海法學者だからその積りでとのこと。彼は食事中隣りのロータリー俱樂部員と「ロー 

夕 リー俱樂部の如き國際的社交團體が、エスペラント語のやうな言語を取り入れることを考慮 

すペきだ」と語った。その紳士は僕はエスペラント語がどの位話せるかと訊ねたので「II本語 

同樣だ」と大袈裟に答へたところ.そんな立派な言葉なのかと驚く。この海法學者の名はI"
S. Lielick.

桑港の同志• ハ匕;：•. • 小J

私逹學生團の大部分が8月23日Presidentクリーヴランドで口本に向って、桑港を發つ。 

あとに殘った僕は愈々自由厅動がとれることになった。8月24日 何とかいふホテルでF-ino 
Marshallの晚餐招待;,後彼女の宅でサンフラシスコの同志の歡迎會といふプログラム〇

迎へに來てくれたVinzent氏と一緖にホテルに行く。F-ino Marshallそれから、共の他5- 
6人の婦人が見える。F-ino Marshal!はパハイ敎徒で年齡40谈位の親切な小柄な、如何にも 

愛にみちみちたといふ感じのする婦人だ。日本のエスペラントになじみ深いF-ino Alexander 
は友人ださうだ。

晚餐が終ってから、Marshal!孃の宅へ皆で行くと十人余り來てゐる。P-roヽVharH； S-ro Fred 
Rivere其他男子連と握手する。Rivers氏は古くからの同志で、ザメンホフとす通したことがあ 

り、Originala Verkaroにのってゐないザメンホフのハガキを二通持ってゐるとか。その他ポ 

ーランドのワルシャワに少年時代に住んでをリ、ザメンホフを知ってゐるといふ同志にも出估 

った。一席しゃべって、玖問をうける。fin Marshallが是非再會したいと云ふので約束して 

Vinzen氏Q家へ行く。その口から二日同志Vinzent氏の家に厄介になった。彼の家は灣をへ 

だてたBerkeley市にあって.每日銀冇•の辯護士をやってをる彼は、渡船——といっても3000 
人位乘れる大きなもの----で桑港の市街へ通ってゐる。パークレーの終點に到着すると、Mrs*
Vinzentが迎へに自動車をもって來てゐる。Vinzent氏が代って運轉するのかと思ふたら依然 

奥さんが梶をとって家につく。バークレーの町が又ひどく坂の多いところで、これを夜道平氣 

で急カーブなど切りながらドライブして行くのを見て、さすがアメリカにゐるんだと感ずる。

Mre. Vinzen tは若くて頗る親切だがエスペラント語をやらない。日本へ來るのには是非エス 

ペラントをやるやうにと大いにすすめる。二日厄介になって、今度はP-ro AVTiarffのところに 

行く。
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バークレーの人々

Profesoro Fred L. WharfTはもとカリフォルニア大學の近代外國語の講帥をしたことがある 

ので、彼を呼ぶのにprofesoroを使ふ。68歲になる老紳士である。彼の家には老父がゐて、お 

世話出來ぬから、友人のホテルに泊ってくれと、バークレーで有數の大きな White Cottonと 

いふホテルに二口分部屋をとってくれる。こんな親切に外國の同志も心配してくれるのだ。

P-ro WharfFは世話好きで・非常に熱心な同志だ。僕を捕へる迄に随分骨を折ったらしい。 

最初僕がBerkeleyにやって來て三日間忙しくて、通知をしないでをリ、とうとうBerkeleyの 

國際會館で約束して5分程會った時最初に彼の叫んだ言葉„ Fine mi kaptis vin!"彼は町の 

ロータリー俱樂部の會員だがロータリー俱樂部は職集から一人宛の代表を選出するので.彼は 

エスペラントを代表しての部員だ。さすが昔近代語の先生だけあって、正確な立派なエスペラ 

ントを使ふ。アメリカで角ったエスペランチストで最も熱心な一人だ。彼の家にちとで訪れた 

ことがあったが.エスペラント室といふのがあってその部屋にはいると壁から、机の上まで 

Esp-taĵojで一杯。RO.や「エスペラント」もすぐ目につく。「エスペラント」の表紙は斷然か 

がやいて見える。支那文字の新聞に逆にはってあったり、別府の藝者の砂風呂の输ハガキを之 

は何かの祭禮の儀式かなどと聞いたリする。

8月26日 ゝVhite Cottonの食堂で二人の婦人と4人の紳士が一緖に晚餐をとる。ヽVharflf 
氏の招待である。ここでは全く自由にエスペラント語がしゃべれる。僕の隣りに坐ったS-ro 
J. L. Spence君は未だエスペラントを始めて三ヶ月、ウォールフ氏に敎はってゐるとか。僕は 

彼にどんな本で最初學んだかをきいたら、ポケットから出したパンフレットが何と、日本エス 

ペラント學會で作った外國人宣傅用の英語書きの„ Esperanto uなのにはあきれた。これは 

1933年第一何日米學生會議の時SE布するので學會で最初作ったものであるのでよく知ってゐ 

る。國産品も言語の領域にまでかう幅をきかしてアメリカまで手を延ばしてをるとは知らなか 

った。

窪事が終って別室で20人程同志が集って、一席しゃべれとのこと。日米學生會談は風際法 

問題の討議、日本のエスペランチストの努力等を語る。WhariT先生ヽH本の同志の話を冏い 

てゝアメリカのエスペランチストは非當に努力が足りないと思ふ。しかし乍らアメリカのエス 

ペラント運動は不活潑に見えても、一度び活氣を帶びた時:にはドッと全國的に據まるだらうと。 

この會場で見たところで飛いたことに、出席者の大部分が老人であるといふこと、半分が60 
歳以上と見え、最も若いスペンス君が32歳。その他は40歲-50歳。これではエスペラント 

運動も將來性がないとしみじみ感ずる。

サンフランシスコの搆習會

9月5日 F-inoマーシャルと先約がちるので電話をかけると近頃講習會をやってゐるから 

會場で會はうとの答へなので、場所をきくと、僕の宿ってゐるホテルから4ブロック位さきなこ 

とが分った。電話をかけ終るとホテルの日本人が「馬鹿におなたはスペイン話が上手ですね」 

と云はれたのに成程メキシコ文化の影響のあるところと感ずる。

講習命場は四つ角にある天きな敎話の一室で行はれてゐた。初悸で11人婦人ばかり。僕が 

はいって行くと、F-ino Marshal!が区非日本のエスペラント界の情況を英語で話してくれと云 

ふので、30分程鼓吹的にしゃべる。諜習は敎科書らしいものを使用してゐないで、エヂンバラ 

の辭書をもってゐる婦人もある。講師が可成りの文章を黑板へエス語で書き、すく・それを英譯 
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して說明する。それをノートにとってゐるだけ。それで彼等には了解が行くらしい。ここの受 

講者も婦人とは云ひながら皆30を越したやうな人ばかりで、凡そ口本では見られぬ現象だ。 

一緖に畫姿をとろうと誘ふのを斷って.ホテルに歸る。

エームス先生

9月6日 赠がたつF!なのが、船員がストライキをやって、今日は出ないらしい。ストライ 

キはアメリカでは到るところで見られるし、勞働者の組織力が强いから、日本のやうに爭讓團 

側で慘敗などといふことはない。お験でもう一口餘計にアメリカにゐられると大喜びで、S-to 
Brewster F. Amesの法律事務所のエレベーターにのり込む。電話をかけておいたので早速會

ってくれる。忙しいはやる法律家だ。寫眞のやうに白鬚を蓄へた老人だが 

元氣だ。大きなサイン帖を出して、これはエスペランチスト訪問者の名簿 

だといふ。成程淺田一博士、進薙靜太郞氏ゝ井上萬壽藏氏・池田善政氏等 

の名も見える。 .

ここでアメリカの言諭の自由に關する法律を色々聞いたり調べて貰った 

り、それから一緖に外に出て、摩校法令の本を搜して貰ったりする。今晚 

自宅へ來れば六法全書を一册やるといふ。訪問を約して握手。

その夜10時半頃ホテルに歸ってから電話で、「今歸ったばかリで甚だ遲く 

なったから、申譯ない。明朝お邪魔に上るから奧さんにでも波しておいて

桑港街上の

Ames 氏

くれ」とたのんだところ、未だ早い、やって來いといふ。アメリカと日本とは2時問位夜の時間 

の槪念が違ふのだ。步いて行く。途中名物のホールドアッブにも出遇はず無爭つく。娘さんや 

奧さんが出て來て、ブランデーを飮まされて閉口。同氏は曾て口本にも來たことあり、マーラ 

の大學に數年間法律を敎へてゐたことがある。エスペラント運動には數年前までは非常に熱心 

で、桑港のエス界の指導者だったのが最近第一線から退いてゐる。12時頃門口で”Bonan 
nokton ! uを言ったのが、アメリカ領土での最後のエスペラントだった〇

0 一二 忙 ゝ畧
☆ ☆

北米合衆國エス運動の斷面

アメリカから太平洋沿岸の旅行中僕の出遇ったエスペランチストの數

り シアトル シアトル、エス會 Ĉ. 20

ジャックソン氏Q會 ĉ. 60

2) ポートランド ĉ. 3
3) ロス■アンゼルス ĉe D-ro Witt c. 30
4) サンフランシスコ ĉe F-ino Marshall 2ゝ 20

講習會にて 12
5〉 ノヾークレー Hotel White Cotton c. 20

・ ・- gt ĉ.165
アメリカはエスペラント運動が最も盛でない國として、'餘りに我々の頭にしみ込んでゐる。 

だから行って見るまではそれ程期待してゐなかった。しかし日本のエスペランチストがアメリ 

力に行ってエスペラント語だけで旅厅しようと思へば出來ないこともない。それは上の私の經 
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驗でさうである。且私の旅疔範圍は西部に限られてゐた。東部へ行けばNew York, Chicago, 
Philadelphiaといった大都會である。もっと活潑にやってゐることはUEAの年鑑などによっ 

ても想像が出來る。

アメリカのエス運動'の歷史に就いては別の機會に讓るとして、現狀は、Ksp-Asocio de Norda 
Ameriko (EANA)がワシントンにあって、中央機關。機關紙が” Amerika Esp-isto,aかつては 

此のOrganoは非常に美麗な體裁で、立派な印刷でちったが、昨年アメリカで見た時は謄寫版 

の貧弱なものになって了ってゐた。ŬEAの年鑑によってみても1931年にはDelegitoのをる 

町が100もあったが、34年には?9に減じてゐる。

アメリカは人口1億2千萬。カナダを加へて英語の話される大陸だ。廣大な土地に,,only 
English u (英語だけ〉が使はれるのだ。C尤も移民の多い國故英語が充分出來ない住民も數百 

巫ゐるとか、しかし彼等の子供逹は皆學校敎育で英希を憶える。)從って歐洲人の如く國際語の 

必要を實際に感じない。让エスペランチストにしてみても、歐洲のやうに、外國同志がやって 

來てお互に刺戟し合ふといふこともない。この點に就いては口木の立場と同じである。しかも 

アメリカは資木主義國として最も隆盛を誇った國でありゝ衰退の徵は見えても、まだ世界の金 

慰資本の實權を握って、君臨してゐる。從って英語が世界語として一應表面上には何處でも通 

川する可能性がある。この點歐米文化の吸收に急しい日本とは爭情が異ってくる。

何もこれはエスペラントに限ったことではなく、米國人はmalrica lingvisto (poor linguisto) 
である。學校の近代的外國話の敎師がその點皆こぼしてゐる。アメリカの大學圖書館の書庫に 

はいって菸くことは外國語の學術書の少ないことである。例へば哲學など當然一應ドイツ哲學 

のものが可成リあってよい筈だが、ない。係りQ人にきくと學生があっても讀まないと云ふ。 

high schoolや大學で必らず獨、佛、スペイン語を學筲するのだが.卒業すると彼等は皆忘れ 

て了ふ。「君はドイツ語を話すか?」とこちらから賣ねると,，Ohyes,“などと景氣がよいから 

ドイツ語で少し話すとすぐつまって了ふ。これは一緖に行った口本の學生の大部分が經驗して 

ゐたところである。僕の出會ったある紳士で父はドイツ人でこちらで生れたが、子供の時は家 

庭でドイツ語を話したが、父が死んだ後はドイツ語を話さず、今では殆んど何も知らないと。 

□本の第二世がヽ日木語がよくしゃペれぬのも同じ事情である。いわんや讀んだり書いたりす 

ることは尙更のこと。一緒に彳了った杉森孝次郞敎授の講演會などで第二世の連中は中途で會場 

から出てくる。そして眩く。「どうも□本語が分らないから」と。結局アメリカ人が外國語に 

關心を持たないのはその必要がないからである。

さてそれでは、どういふ人々がエスペラントをやってゐるか。先づエス界の指導者の多くが 

皆ヨーロッパでEsp-istoになって、それから新人陳へやって來た人である。そして此等の周圍 

に集って綾けてゐる人々が皆年寄か壯年で、靑年期の人々は仲々去,あたらぬ。バークレーの例 

などはその極端なものだ。彼漳は昔憶えたエスペラントを放さずに、趣味として之を樂んでゐ 

るのだ。從って.本を人いに讀んだり・宜傅をしたり、エスペラント語で何か發表するなどと 

いふことはどうでもよいことなのだ。從ってエスペラントは就交の一つめ道具に近い。(勿論 

非常に熱心な少數の人々は別として。)だから日本の同志が意識してをるやうな、進步的な文化 

財として人類の文化發展のために貢献するといった熱意が感ぜられない。彼等はエスペラント 

の本を讀まないといふ例としてAELAのE nciklopedio de Esp.をシアトルでタッター囘見た 

きりである。ゝ他では球ねても持ってゐない。かういふ狀態であるから、エスペラント會に出て 

も、エスペラント語の碌にしゃべれぬ人々が多いのも當然である。
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かうした狀況は隣國の同志私逹にとって甚だ遺憾なことである。若い優秀な人々がやり姐め 

なければ駄目だ。その點に就いてはアメリカの勞働者のエス運動が活潑になることも期待のー 

っだ。國際的交通機關の發逹と共にアメリカ人も國際的生活を多く經驗するであらうし、そう 

なることによって、エスペラントの必要性も痛感されるだらう。日本の同志が對岸のアメリカ 

の同志を刺戟することも必要である。そして年々□本に澤山のアメリカ人が觀光に前れてくる 

のであるから、彼等に對して積極的にアメリカの同志が働きかけることも望しいことである。

社會は常に前進する。エスペラントもこの社會の前進の中から生まれ出たのである。アンド 

レ•ジイドは云ふ。「今口、文化、文明が發展し.開花することが出來るのは、この過去の文化 

を授びかすことに依ってではなくヽこの過去の文化と闘ふことに依ってだと思ひます。」-國の 

言語が多くの國々を支配するといふのは旣に過去の文化である。私逹は一日も早くかうした古 

いタ化から脫するために、そして新しい文化の開花のために、勞力を惜んではならない。

——8, Majo, 1936 ——

S-ro K. Ikegawa al Erŭopo
Sinjoro Kiyoshi Ikegawa, unu el fervoraj samideanoj en Osaka, 

forveturis al Eŭropo la 2-an de majo por partoprni la 3-an Kon・ 
greson Internacian de Soci boniga Laboro, kiu okazos de la 12-a 
ĝis 18-a de julio en Londono.

Li estas juna oficisto de V urba magistrato de Osaka kaj Ii 
estis sendita de V urbestraro al la kongreso kaj ankaŭ komisiita 
esplori kaj enketi socibonigaj entreprenoj en Eŭropo de K 
guberniestro de Osaka.

Antaŭ kelkaj jaroj li studis Esperanton fervore, kiam li estis 
studento de L让eratura Fakultato de Uaseda Universitato, Tokio.

Kaj li estis ĉefa gvidanto de Tokia Esperantista しigo de Studentoj.
Post la kongreso supre menci让a en Londono li estos en Berlino por vidi Olimpiajn Ludojn 

kaj poste en Varsovio, Dresdeno, Prago, Vieno, Budapeŝto, Venecio, Florenco, Romo, Napolo, 
Brindiso kaj aliaj urboj. Se eble, li vizitos Svedujon, Litovujon kaj Rusujon.

Ni petas al eŭropaj samideanoj ke ili helpu al li en la vojaĝo.

… （32頁よりアづく）
Labirint〇. fremdlingvoj, Reveninte Fabri
kejon, Nekontinueco等すべて相賞の作品を 
エス藹せるもの。

★ Verda Letero Cコレスポン 昭わ13號。8頁。
★ Verda Letero14號。8頁。——幸運の手紙。
★ Verda Letero15號。8頁。----エス語の盘

義と國際通信。
★ La Suno く3號）（日本國際協會和歌山支部） 
四六倍 8 頁〇 Generala stato de la mondo, 
Celoj de Japanuj〇.

Vinberbranĉo （キリストエス聯盟）。2號。
17 ĵfo----- Laboro de fido, penado de amo
kaj pacienco de espero.
★ La Urso （札幌）1-2 月號。!2 頁。——Unu 
Espero al la parol51nior

★ Kupolo （橫刑卒琴生エス會）3月號。6頁。 
Plumo knaras kaprice （石黑）〇
★ El Sudo （高知）。5號。15頁。——植物學 

とエス〇
★ Semanto （宮崎）1-2号號。20頁。——Z・の 

匿名に阴して（岩下）〇 Pri la aŭtografo de 
Dto Z.（高橋）。
★ Informilo UEG C宇土）。1號。半紙 2 枚。
★ Bulteno de KEA （神戶2 號。25 頁。 
Ironia renkonto （柳）〇
★ Verda Triumfo く帶廣）創刊號。20 頁。ーー 
Anstataŭ saluto （塚山）。次の世紀へく佐蔽）。 

支部設立につきC营沼）〇 De Nokto en nokton 
（原 UI）O Rakonto apud fajrujo C沼 !100 Ama
tino C長谷川）〇 しa Rememoro C負澤）〇 El mia 
inestro （紺野）。Esp. kaj fritaĵo （佐疾;。
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特使に托された九州各地方會の 

希望ミそれに對するお答へ

C完） 學會事務部

5.宣傅

a.宣傳用の內容炊富なパンフレットC永田氏の如きもの）の發行。（小倉う。

發行したいと思ってゐます。近々代議士候補者の返事等もパンフレットの形で發行します。

b,中等學校敎員に對して質問書を出すこと。仕事は地方會に依賴すればよろしい。く小倉入

結構と存じます。この方面エス運動後援會等でも大いにやってくれると思ひます。

c.中等學校（先づ靑年學校）へ英語が入る樣文部當局及び一般に運動すること（小倉・人吉〕。

あらゆる機會にこういった雰圍氣をおこさせる樣努力してゐます。今後も勿論つづけます。 

唯遺憾なのはやはりこうした輿谕をうまくっくりあげぬと文部當局にいくり運動しても効を奏 

さないことです。文部省關係の人に尋ねた所文部省では學制の改革は役人の手でどうにもなら 

ぬものでむしろ輿論が强大になって始めて成功するのだとの話でした。女學校の英語廢止は輿 

論がそうむいてきたからでもありもともと規則上女學校の英語科は中學校とはちがひ必修科で 

なく隨意科となってゐるので何時でも廢止できるのである。之に反して中學のは時間をへらし 

ても廢止は容易にはできぬそうである。我々はだから當局を動す一方新聞や雜誌を利用して興 

論を喚起するにつとめねばならぬと思ふ。

£ 頑迷な徒を啓蒙すること。C佐賀）。

d 萬國エス大會を日本で開く意思ありや。（大牟田）。

これは大問題ですこれについては本誌次號頁の宮崎氏へのお答へをおよみ下さい。

e. 極東エス大會は如何。（大牟田Ĵ。

萬國大會はUEAの規約によって制肘されますが極東大會とか全アジア大會とか汎太平洋大 

會と力 'は規則はありませんから何時でもできます。昭和お年位には萬國大會は無理にしても 

極東大會位はひらきたいものです。

f. ラヂオで講座放送のこと。（福岡、大牟田）

努力してゐますが仲々うまくゆきません。しかし今後も努力はつづけます。

g. 「中等學校英語科問題とエス語」のバンフレットは非常によい。（大牟田、熊本）

ĝ.大會の際文部省へ電報をうつ事。（人吉）。

h. 展覽會の材料を貸してくれること。C人吉）。

之れ迄もおかししてゐます。あちこちへおくると散佚しやすいし資料もいたむのでこまりま 

す。運動後援會の方でも資料を整備してくれることになってゐます。

fi.パンフレットを無料で送ってくれることC鹿兒島）。

無料とすると無制限に請求されるので印刷實費と送料だけいたヾいてゐます。尤も宣傳用の 

ものはこれ迄でも數があまり多くない場合は無料（送料のみ申うけ）でお送りしてゐます。

i. 雜誌や新聞を利用する事。C宮崎）。

大いに利用してゐます。昨年からエス界の大きなニュ-スはこの頃學會で全或二百餘の新聞 

社へおくってゐます。
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j.もっと名士をまつりあげることC廣島）。

6. 組織

a 組織運動强化のため財團法人の外に社團法人設立のこと。く長崎ヽ大牟□、熊本、行橋、 

鹿兒島）。 • ’ヽ

b. R. 〇.をそのままにして會員の增加をはかっては（廣島）。

7. 地方會 ゝ〕

a. 地方會を通ぜずして學會々員になったものを地方會へ通知のこと。（小倉;）。

事務所手不足のためできません。併し年に一回比當該地方全會員の住所氏名を御通知するこ 

とはできませう。御請求下さい。

b. 支部の設立に積極的に努力すること。（福岡）。

c. 地方會の會員は經濟的にネ窮してゐる故とれる所からとってくること。（長崎）。

C.特使派遣費がなければ文書によって諮問すること。

最近月に一ニ回地方會へ通知や諮問をしてをります。

d. 地方會の機關誌を批評せよ。（熊本）

8. 學會の全般について

a. 學會は寬大でなけばならない（大牟田）。

b. 特使を出すこと。C全部の會の要求）。

c. もう少し商賣氣を出すこと本）。

C.根本的方針を確立する事。重要でない不平を一々とりあげる必耍なし。（宮崎）。

d. 何故エスペラントをやるかを示せ。（宮崎）。

e. 會員章を賣ること（行橋）。

f. 地方では思想關係を心配してゐる。思想關係者に利用されぬ樣。（廣島）。

本誌次號特輯號について
並に本號發送遲延及減頁のおことわり

編 輯 部

本 誌本號は通算第200號に相當するのでその紀念として特輯號とし頁數を普通號の二倍と 
牛 し「ロ本エス運動小史並に述動史資料C大正ハ年末迄）」を滿載しにものを編輯する事を企 

て去る3月末から銳意各方面に原稿をお願ひして準備中でちったが之に用ひるポイント活字が 

印刷所に於て十分でないため新に幾か買入ることになりそれにも相當の□次を耍することにな 

り又原稿をお願ひした向の人々も御多忙の方が多く古い材料について調査してお書きになるに 

は相當の口時を耍するため豫想外の時口を經過し且二三原稿中のくひちがひその他につき各方 

面へ紹介することにしたため始め豫定してゐた五月十日發行くこの事については前號でおしら 

せしましたが）不可能となったのでいろいろ考へたがあまりおそくなっては會員各位に對して 

も申譯ないことと考へ5 JJ 3 F!頃になってから急に豫宅を變更することにしてさしあたり5月 

號を出し特輯號を6丿］號にのばすことにしました。急の編辑のためと次號の特輯淀が豫定以上 

の頁が超過したのでそのための豫算がないのでその一部補塡のため本號は8頁減頁すること 

になった。始めから6月號を特輯:のつもりだと本號は遲延せずに出せたのですが上述の如くな 

るべく第200號たる本號を特輯にしたいと思って努力したものですからこんな結果になりまし 

た。そんなわけで本號の發行が結局前號球吿の10 H頃がおくれて13日诫送といふことにな 

りました。猶速急の編輯のため內容も不統一なものになりまことは中譯ありません。ここにお 

ことわり申上ます。猶頁の減少は次號で十二分に補へることですがこれ又御寬容願上ます。
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內外エス運動展望

UEA ロンドンへ移轉

最近direkte•〇 R. Kreuz氏を失ってその 

後任の問題等について種々協議中だったUE 
A では Komitatoの決定により今度ofciala 
sidejoをロンドンに移すことになりKreux氏 

の後任としてC. C. Goldsinith氏が就任する 

ととになった。

委員會は21票で內4票がUEAジェネ 

ーバにのこることをのぞみ1?票はジェネバ 

を去ることを承諾その中11票がロンドン說 

6票がウィーン趾，そしてとうとうロンドン 

移輙にきまったとの事。なぜジェネーパを去 

ったかは財政上どうしても物價の高いジェネ 

ーパより低いロンドンへうっすが經濟的危機 

にあったUEAのとるべき策であったと思 

ふ〇

ヘロルド誌和蘭へ移轉

長年ラインランドKoln市で Heroldo de 
Esperantoを發行してゐたTeo Jung氏も昨 

今ナチスのため何かと不自由なドイツから逃 

避することになって5月1IIから和蘭の方へ 

移ることになった。住所は Kotterdam W., 
Voorhavn 43, Nederlando である 〇

Heroldo誌は移轉のため遲滯することなく 

つづけられる筈。和闌は今日エス運動もさか 

んであるからキット都合よくはこぶだら5と 

思はれる。

レニングラードのラヂオ

レニングラード放送局では毎週三口をエス 

語のために使用せしめる。卽ち日曜の22時 

50分から23時20分迄火曜の同時刻木曜の22 
時20分から23時20分迄C以上中部ヨーロッ 

パ時)。波長1224.5米。

エス書いろいろ

印度の同志 し-AkshmiSwar Sinha氏は最近 

スエーデンにゐて自分のみたスエーデン觀を 

"Hindo rigardsis Svcdlandon "いふ名で著し 

た。 ・- :
トルコの話を書いたものが出た。著者は 

Stjepan Misak.書名は Tra mistera Oriento

(aŭ Miaj memoraĵoj)といふもの 8x 10cin 
の小册子。三册で120頁位である。每月1 
册づづ刊行されるそうである。1册の代が 

respond-kuponojニ枚である〇著者,C宛名: 

(Giritli Mahallesi n-ro 110, Adana, Turkujo) 
自寶出版。エス文はあまりよくないとの事で 

あるが內容はトルコの話だから面白いらし 

い。

Schererの再度歐洲旅行

先年世界一週エス講演旅行をしてゐた 

Joseph R. Sclierer氏は8月Qウィーン大會1 

をふりだしに再度ヨー ロッパの講演旅行をす 

ることになった。

9月中旬迄スイスに9月中下旬は丁抹ノル 

ウェーに10月はスエーデンに11月オラン 

ダ、ベルギー、フランス、12月も北部フラン 

ス來年1月スペイン.ポルトガル2月は南フ 

ランス3月はチェック4月はドイツ・英國又 

はポーランドといった具合にプログラーモを 

立てて講演旅行をつづけることになった。今 

度もキット成功するであろう。これが又エス 

運動のためにも大きな刺戟になるだろう。

ロドンン・エス聯合

英詰國の首都ロンドンにもエスペランチス 

トが大勢ゐてエス會がいくつもある。3刀14 
nこれらのエス會の人々が聯合して一つQ 

federacioをつくることになった〇その名は 

Londona Espcponto-Federacio.中立的の命も 

勞働者の會も聯合してゐる。そして各會や孤 

立した 個人の同志やを一丸にしたものでち 

る。年に4囘會合して意見の交撚と祉交をか 

ねることにした。C. C. Goldsinithが會頭で 

、V. G. Keable と K. A. Davy 孃が副會頭、 

E. Warren夫人が書記になった。そして乂宣 

傳のために別のkomitatoが組織されE. W. 
Durrantが書記になった〇

ロンドンのエス運動の今後に大きな期待が 

もたれる。

英語學生を啓蒙する

4 JJ 17 n 16-18 時、神田 VMCA で今 

夏の第三囘日米學生會議を束京で開きアメリ 

力から50名の學生を招待しようと、着々そ 

の準備に忙しいn本英語學生協會の自由討議 

會(用語、英語)の第一囘が開催された。試 

題として・後藤潔氏の提案により.國際語間 

題がとりあげられる。後藤氏議長席から阈際 
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陪の点要性と、英語が現在國際會議に用ゐら 

れてゐるのも一つの段階に過ぎぬことを說く 

次に久保が次郞氏要求に應じて、エス語に就 

き一通リ說明後、山席30餘名の男女學生から 

一人一人質問乃至反對論をきく。「エスペラン 

卜は人工語である故に、文學は書けぬだら 

う。」「文化の發逹に應じて新語がドンドン作 

られて將來にはその過剩に惱むだらう。」とか 

無理解な攻擊も出る。それを一々反駁說明し 

て大いに啓蒙された由。

三崎英語學校のエス語科

東京神m三崎町の三崎英語學校ではエスペ 

ラント學級を設けた。第一期は四月十五日開 

講。七月末まで續く。授栗は每週水曜Ŭ午後 

ハ時半から九時半までで、講帥は磯部幸子嬢。 

第一期舉加者は三十名あった。

日本科學エス協會の成立

昨年名古屋の大會の科學分科會において問 

題となった自然科學及技術方面の團體結成の 

議は其後同分科會出席者及有志の間で案が練 

られてゐたが、熟心な賛成者が意外に多く、 

急に具體化してU本科學エスペラント協會 

Japana Sciencista Esperantista Asocio （JESA） 
が成立し、最近機關誌第一號が出た。同協會 

の役員としては井上仁吉、松隈健彥、望月周 

三郞、大石和三郞、小坂狷ニゝ淺出ー、前田 

勸、ハ木日出雄悸の名士が顔を並べヽ其他科 

學技術方面の若手連が委員となって居り、そ 

の活躍が期待されて居る。會費は普通會員ー 

圓ヽ賛助會員二呵。機關誌は年四囘發行。機 

關誌第一號の內容は次の通りである。

大石和三郎（Pri mi或 raportoj kaj kritikoj 
el eksterlandoj）川崎直一（術語の採集）岡本 

好次（術語と普通語）前田勤C私の方針）桑 

原利秀、川崎直一 C大石さんに術語に就き尋 
ねる〉JESAに對する諸家の意見……

機關誌見本請求は2錢切手10枚を添へ同 

協會編輯部（大阪東淀川區十三西ノ町2の88） 
へ、入會は會計部（名古屋市束區新出來町2- 
-7）振替名古屋23554へ申込の事。

新協劇團演劇硏究所課外エス講座

新協劇團演劇硏究所課外講座として3ヶ月 

に亘りエスペラントの講義をひらくことにな 

って4月19 口から開始。新協劇團、新築地 

劇團その他の監替、俳優.演劇研究家二十數 

塔參加熱心に勉强中である。蓟

東京府立第六高女

旣報東京府立第六高女のエス語科はエス語 

志望者中入學Lたものは三十餘名であったが 

校長丸山丈作氏の御努力によってその後エス 

語科希望者が增加して48名となった。同校 

一年生は240名にて之を5クラスにわかった 

ものでークラスは48名である。一年生はア 

イウエすの五クラスであるがエス語クラスは 

オ組（級主任敎識一 杉山文雄氏）でちる。授 

業は週三時間、刀水金であると。

全日本佛靑聯盟とエス語

先年の汎太平洋佛靑大會の主催者たる全口 

本佛敎靑年會聯盟の第6囘總會が4月25 
日-26日大阪中之島公會堂で催された。各地 

代表約900名出席。上提議案は58件。中西 

義雄氏の屬する佛敎濟世軍聯合靑年部は「佛 

靑聯盟にエス委員を設け佛靑の事業として工 

ス敎育を實施する件」を提出。後議案は第三 

部會に廻された。部會長は川上賢叟氏であり 

部會長の許可で15分間エス語について說明 

をなしヽ賛成を求めました。今囘は東京の吉 

H1弘氏その他意外の方面から賛成論が出まし 

た。しかしーニの人から反對論も出ましたが 

結局大多數で可決。決議案として全日本佛靑 

聯盟の繼續委員に廻付し速に實行せしむる事 

になった。

エス語坊卩

東京の高橋肇氏の坊ちゃん寬さんは生れ打 

ちて言葉をしゃべりだすと同時にお父さんに 

エス語ばかりで敎育され東京エス界では誰し 

らぬものもないほど有名な存在であったが先 

般東京大阪朝日英文東口によって全國的に紹 

介されたことは愉快なことだ。この高橋氏の 

坊ちゃんにエス語を敎へた體驗谈その他は近 

々本誌上でくわしく紹介される筈であるから 

大いに期待されたい。

部孃渡米

國際子女親善協會でエス詰部を受持たれて 

ゐる磯部幸于孃（旭電化專務取締役磯部愉一 

郞氏令孃）は今度同會主催の淑女親善團の副 

固長として6月中句渡米され米國各都市を歷 

訪されるが7月初旬にデトロイト市に開かれ 

る全米エス大會に出席H本全エスペランチス 

トを代表して挨拶される筈。
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國際 光博覽會

4月10-24日東京高鳥屋で國際觀光博覽會 

がひらかれたがその際エスペラント書の案内 

記その他が陳列された。

全日本エスペランチスチーノの

大同 結

2月10 口多田孃歡迎會席上で全口本esp
ionoj の大同團結の申合せが出來卽夜其準備 

委員會が結成され其後數囘委員會を開いて全 

日本esp-istinojに檄した結果多數Q賛同を得 

いよいよ近く出來上ることになった。未だ會 

名が決定してゐない。事務所は東京市王子瓯 

下十條町1159烦澤まき子氏方。Esp-istinoj 
の參加大歡迎の由。上記宛申込の事。

學會支部熊本及び帶廣に創立

熊本及び帶廣に日本エス學會支部が设立さ 

れました。

熊本支部C代表神尾碧堂） 

帶廣支部（代表塚田勝）

前者は3月27 I」承認、後者は4 JJ 8 ロ 

承認されました。
日本エスペラント學會

エス運動三十周年記念

エスペラント雄辯大a盖日
□時 6月13日午後2時から5時 

場所 鐵道省構內丸之內鐵道クラブ

く東京驛下車ハ靈洲□より北へ折 

れて半丁）

來聽歡迎會費不耍 

にぎにぎしく御光來下さい。東都よりぬ 

きの我等のoratorojの熱辯をおきき下さ

エス運動三十周年記念 

エスベランチスト 

懇親晩餐會 

日時6月13日午後6時から 

場所未定（詳報6月號）

全國各地報道

投犒注靈:
1. 日本交にて•なろべくハガキで•迅速に・簡軍に。
2. 締切大體箭月18日（18以後到着のものものせるこ 
"”〇 / ・

3. 地方童誌を以て報道に代ふろをえず。
4. 幫厦は裏に必ず何の寫區かといふ貌阴記入の游;） 

寫眞は返送せず資料として保存す。

审古 ★エス運動座談會——學會評議員及 
ノ、力' 東京の各エス會やクンシードイの幹 

事の人々を中心とした熱心なesp-itoを中心 

にエス運動について意見交換の會合を每月第 

一土曜午後2時一5時學會にて會合すること 

になり第一囘會介は4月4日に行はれた。第 

二囘會合は5月2日に行はれた。TEK改組 

問題その他につき意見交換をなしたヽ6月5FI 
の第三囘會合に於てはもっと具開的に硏究す 

ることになった。

★淺草クンシードーー4月17□上京中の會津 

若松市の五十嵐正巳氏來會。多澤尾、松本、 

上FH等の諸氏も出席冋氏を中心に歡談。出席 

12名。淺草近在の同志特に初學者の來會を歡 

迎す。

★クララ會——3月:11日より每週月木17-18 
時女子初等講習を下谷區下車坂禁酒ホテルに 

て開講。栗山五百枝嬢指導。

^Elektro-Esp.-Grnpo-----〇 3 丿J 末 Elektrujo
第5號發行。目下會規制定中。先年より調査 

中の電氣關係esp-isto名簿も大木高木兩氏の 

努力によって完成。〇4〃 10日例會。出席3 
名〇
★一高エス會本年1月中旬先龍を招いて講 

演會を開催してから、機連漸く熟して、3月 

本會の成立を見たり、指導敎官は本校敎授北 

岡馨氏。新學期に入ってからは・俄然活潑な 

運動を開始し、先づ4月22 F1C水）19時、小 

坂先蕈を迎へて、紹介コンパを催す、出席者 

18名なれども熱心なり。4月27日よりニ口間 

樂友會練習室に於いてエスペ-ロ •タギーヂ 

ヨの齊唱練習、續いて4月30 Hより初等黠 

習會開始、畫休み、第二語學敎室に於て、約 

40分間。今の所出席者16名許り、更に畫休 

みに出席不可能の者のために5月4「Iより 

（午後7時ゝ於第二應按室?夜の部講習會を開 

く。向陵時報誌上にも旣にエスペラトを紹介 

す。講習會に出席せざれども捷徑及び辭.を 

購ふもの他に10名位に上った。

★マルシ丫 ーダ•クンシード--- 試驗の爲2
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カー杯休み。3月23日より每火金に講習會を 

もつ。の4月12日大舉新入數氏入於歡迎會。 

〇4月29日浦和市外櫻草の田島原へピクニー 

コ 〇

★東京藥學エスペンラチスト怨談會一5月 

3日17畤半より銀座明治製菓に集台。出席 

12名。藥學關係諸學校エス會再興の件。

Intera. Medicina Revuoの审〇藥品名彙ら第 

五版局方による訂正の話〇 Farmacia Kresto
matio 用材料を一般より應募されたき芋。穿 

々。次囘幹事伊藤〔已'）\」:nK嘉）の兩氏。

熾:莎 ★横濱エス協血 —— OVerda Jupi- 
负皿 tero （木曜例會〇。メッセンヂヤーボ 

一イ事務所階上にて。〇3 "19日、自由會話 

出席8名。〇26 ロ、束京より中塡.高木、比嘉 

氏等來訪ありエス文學を中心に語り合ふ。出 

席22名。O4JJ2日ヽ口山會話、出席6塔。 

◊9日、吉山太市氏送別會、記念品をおくる。 

出席2!名C寫返參照;）。OYMCA Esp-Grupo 
週例會は每火曜20-21時、目下和文エス譯硏 

究、出席平均6名。その他に每週火曜金曜19- 
20時佐久間氏の指導によリ中等硏究。用書 

Fabeloo出席5名。YMCA部內グルーポ對 

抗室內野球は15-6の兩夜に開催されるが我 

エスグルーポも必勝を期し參加を申込。◊ 

Rondo Amikino 例命每木曜19時、メッセ 
ンヂヤーボ-イ事務所階上にて。用書“ His・ 

torio de la lingvo Esperanto

横濱エス協會吉山氏送別會 

前列左より3人目吉田氏

的 ★札幌エス陽一03 JJ 27日大會相 
不し吮談會。9名。大會フ•ログラム決定。 

◊4月1日浪越氏上京されるので北海道及札 

幌を代表して學會に挨拶方を依賴。06日、相 

澤氏は前田、花田、東氏を訪問大會につき協 

議。ひ8日、大會相談會。會務の分擔決定。 

oion.各地方會に大會についての手紙を出 

す。◊14日、千秋庵にてザ忌。17名參集。大 

會接近につき各員激勵。ひ15日.相澤.グラ 

ンドホテル商工會議所、精養軒、流芳樓、ツ 

ーリストビューロー、道廳市役所、大缪鐵道 

等を訪問し.日本大會につき協議及依煩をな 

す。016日ヽ相澤、仁岸ゝ村山・太丸、阿部 

の5氏高瀨氏を訪問大會々頭を依賴す。018 
II.苫小牧岡垣氏來社。夜雜本氏宅にて集令 

參加者9名。〇19日朝ヽ相澤、村山、森、藤 

本•岡垣の5名。高瀨氏訪問大令々頭の件の 

承諾を得後相澤宅にT協議午食後散會。

［片 ★小櫛エス協會一例會03月4 H 
小僧出席者4名、用書フランス篇。018 
日、出席者6名。〇4月1日.6名、日本大

會に就き協議。

★小海エス倉話 ◊3月11【」、9名。◊

25日ゝ7名。

★小樟傅敎エス倉——協會と共催にて講習會 

03 JJ 2 ロより一週間、講師高橋要一氏、 

Tekstoは短期講習書・參加者9名。例會◊ 

3月14日、用書エゾーポ。〇21ロエス語の 

詩について。〇28日、10名、佛敎文學の工 

ス譯について。〇7日.出席者8名。

寫国裏に必ずその寫耳についての說明（う 

つってゐる人の名等も加へ）を入れること。 

別紙にかいた寫眞說明は揭載しません。一般 

會合記事を寫值裏にかくことおことわり。寫 

眞裏は寫眞に關する說明のみとす。

★學费帶廣支部——04月6日永ら 
皿加 く當地運動に助力された旭川エス會 

長木津氏夫人が歸旭された。の9 U.塚田支 

部長は帶廣市西三條8丁目へ新築された病院

帶廣エスペラント令初辱講習

左から・林ゝ菅原・永峰、紺野、黑澤、堀中、 

井上（一）、長谷川・佐藤、菅沼.井關、尾澤. 

畏田、西國ゝ小野ゝ枝廣、片倉、井上（明Ĵ）ヽ 

野田、務西の諸氏諸孃。
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へ移られ特に綠の室、圖書室、硏究室、講習 

室を帶廣支部の爲開放せられ音樂部新設と共 

にオルガンを備へ付ける事になった。4月7 
日よリ開講の初講は18名參加。講師佐藤松 

男氏。◊副支部長营沼寛氏は來る6月札幌の 

esp-inoと華燭の典をあげられる。黑澤、紺 

野、堀中三孃共作で原作小說に力を入れてゐ 

る。＜〇4月U日、學會支部承認書到著し本逍 

最初ゐ支部設置の事とて大いに期待をかけら 

れてゐる〇

亠山喰富山エス會——03月26日より4 
日1ロ1 月7日迄の中三囘に亘って北陸日々 

紙上に少年少女に對するエス語宜傳記事を揭 

載。質問をよこしたもの數名。先般の代議士 

候補者に對する質問狀にならひ約50名の名 

士に質問狀を發送。ボツボツ囘答に接してゐ 

る〇 Marda kunsidoは目下スラブ篇輪讀中〇 

/、冲 ★金淺エス會一02月20日、出席 
、広'牟 6名。今にして思へば坪111君の最後 

の出席であった。03月5日.5名。海神丸 

栓讀。03月12日、7名。吉川氏久々出席。 

本Ĥ坪田氏重態入院が傅へられ一同一大衝動 

をうけた。鞘讚散會後魚半にて茶話會。019 
日.5名。026日、8名。〇4月2日、3名。 

今後の打開策につき協議を重ねた。ひ9日。

3名。故坪田君後任として伊藤春夫氏が 

Norda Stelo編輯を引受ける事になった。◊ 

3月20日前日の伶合に於て坪田氏病名腦炎と 

聞いて深い憂慮の內に散會した同志は本日早 

朝その卒然たる逝去の知らせに接して茫然な 

す所をしらぬ有樣であった。早速各所へ通知 

發送。の3月22日午後1時より坪FH氏吿別式 

葬送式金澤エス會を代表した菅野、哲學協會 

の相坂氏及淸水氏の聲涙共に下る弔辭期讀の 
後エス會代表瀬川敎授、友人代表松田氏の燒 

香ありて後金澤エス會、學會支部北陸聯盟孥 

に上り送られた花環花籠に飾られ綠星旗に覆 

はれた柩はしめ£かに家を出て永遠の旅路に 

ついた。エス關係者60像名參加しめやかな 

中に盛會であった。 ・

今囘本會委員坪田一男氏の葬儀に當りまし 
て各地エス會並に同志盟友の諸氏より御懇篤 

なる弔辭弔電を賜り深く感謝します。略儀乍 

ら誌上を通じて御禮申上ます。

金澤エスペラント金 

學會金澤支部

夕・じ民 ★名古屋エス聯盟——03月2日 
彳1山屋 19時半よリ白木氏宅にて開く 〇具

體的決定せざりしも來年度名占屋に開催の汎 

太平洋博へエス方而よりの出品運動すべく懇 

談。出席矢崎、淺野、林、池山、黑田の諸氏。 

◊3丿］23日、口木氏宅19時半より大阪より 

商用”途次立寄られた進藤氏を中心に話し1〇 

時散會。山席8名。〇3月31日、先年迄名 

古屋における鬪將であり現在では金澤に於け 

る同志由比氏の來名を機に明治製菓に於て19 
時よりータの歡迎會をひらいた。10數名出 

席、22時半散會。04 13日口木氏宅に於て

19時半よりekskursoの相談〇 ゝ

★名古屋エス會——中區鐵砲町二丁目白木氏 

方で毎週火曜19 ロ時から輪讀會を行ってゐ 

る。出席者は每囘3-5名。〇3月31ロ19時 

から屮區榮町明治製菓2階特別室で金澤から 

來名の由比忠之進氏歡迎會。竹中氏司會・〇北 

陸地方の遅動の現在及將來に就てお話をきき 

後歡談22時半散會、出席11名。

★名古屋ルーマ•クンシード——◊每週火金 

曜例會、火曜每時平均6名出席。S-ro Major 
の出席をえて會話本位に開く。金曜日の初中 

第講習は最近出席良好で平均12-3名を數へ. 
用書Heroeca Junulo輪讀。上村氏黑田氏指 

導の下に初零講習績講。◊來る5月中句名古 

屋新聞の後援を得て名販社會議室にて特別講 
習會を開催に決定。期日は12日の豫定;講 

帥は屋崎.上村二氏。◊名古屋中央電話局長 

天野榮十郎氏を此度顧問としてむかへた。上 

村貴照氏新しく入會。◊春の遠足は來る26日 

關西線鍋屋堤.木曾ゝ長良、揖斐の三大川の 

周遊をする。

各・ ★一宮綠星題グルーポーー 4月8日 
占 から初等講習開始。講師名占屋の竹

中治助氏。會場は公園通1の6綠星.社印刷階 

上。

一宮綠星エスグルーボ初等講習

右より〔前列〕高木、竹中講帥、祖父江ゝ 

〔後列〕松本、橋むゝ坂井田の諸氏。
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大阪
★新星會ーー週例會=每遍土曜日的 

時より“ Al Jorento "の鑑賞硏究、

エス作文の練習。月例會=每月20日樓橋農 

園フルーツパーラー2階にてエス語を主とし 

ての談話會、3月例會前關東軍獨立守備隊無 

線電信係勤務同志辻本氏の歡迎會を催し新興 

滿洲國情に就いて話を聽く。機關紙'

Stelo”は都合に依り暫咤發疔を休む。豫吿 

=遠足會・5月16日C日）・千里山方面及び千里 

放送所見學、當日9時天六京阪前集合辨當各 

自持參、多數同志の參加を望む。6丿］の適例 

會から"Homoj sur la tero11の硏究〇 

★SSDエス•ロンド——大阪市西區阿波座下

通2の6三省堂大阪支店內にエス•ロンド設 

立。委員阿部英二郎、百瀨威の兩氏。

セ和m ★岸和田エス題一〇3月29【1夜 
环オロ川2年間餘滿洲で活躍の辻本貢氏く古 

き同志）の歡迎會と同志岩崎氏の福岡勤務の 

送別會を兼ねて。同志7人が西田氏のお宅で 

僵しました。今年こそと奮起をもって直ちに 

委員選定吝いに大計を企てた。每刀2囘集合 

のことEhoを出版することの二つは決定。 

因に委員は會長中西氏指揮の下に出版委員西 

田氏會計辻本氏、庶務植田、川崎、出上の三 

氏である。

冲.妇 ★京都エス聯盟——04月5日比叡 
ノ〕ヽ蚀 へpikniko。參加者11名。白河道 

より比叡アルポイ縱走。途中木蔭で中食。工 

ス歌練餐。根本中堂を經坂下へ下山。大津に 

て同志を訪問河原町三條にて散開。尙次囘 

piknikoは4 JJ 26 ロ京阪津合同嵐山へ。

京都エス聯盟ビクニーn

神戶
★神戸エス協會——〇3月26日.例 

會出席者8名。〇4月2 口、第一木

曜トキワ懇報會出席者U名8時頃Ebner氏 

現はれ今日大阪の或る書店で胸に綠星章をっ 

けた人を見たので早速話掛け今口の會合を話 

して後刻同所にて再请を約し別れたとの話あ 

り。九時過ぎまで待つも來たらず。折柄の雨 

にうたれて二三打連れEbner氏を茂國波止 

場まで送る。09 H、例會出席者7名。〇16 
日・例命出席者8名。宮本氏文部大臣平生缺 

三郞、拓務大臣永m秀次郞兩氏に對し嘗協會 
名に於て、和エス文の祝辭を送呈してはと動 

議可決委員附託〔前田、宮本つ。

・永文堂ロンドーー永文堂書房の中等講座は 

從來通り日曜。父歸る講義。火曜阿彌陀經瓣 

義。3月31日は宣傅の爲永井氏の「阿彌陀の 

淨土創造精神と人類の新進路」と題する淨土 

創造講演會を開催。この爲數名の新同志をえ 

たので4月14日の例會に於て今後の運動の爲 

科學淨土社Scienca Elizeoなる會名を選定〇 

近く しa Scienca Elizeo誌を發行〇永井氏十 

數年來の硏究獨創仝く前人未踏の科學的新淨 

土經觀を引っさげて釋尊萬年の大淨土創造計 

劃等の爲エス語による世界的淨土創造運動を 

開始する事決定。父歸る4月中に完講。口曜 

火曜の兩會とも一般同志の參加歡迎。

コレスポンダ・グルーポ改稱並に移轉 

新事務所 神戶市須糜區庄山町2の19 
新會名國際文通協會

匸★戸畑エス會----◊北九州エスペラ 
尸口iンチスト4月例會を小倉市魚町ナヲ 

ミに開會。九州大會、エス後援會その他の件 

協議。1〇時散會。月15日、ザメン汰フ忌 

小集會〇

宀泸 ★宮崎エスペラントー〇4月1□よ 
凤呵 り初等講習を開く、講師川野繁雄氏、 

井上エス讀本.參加者7名。今囘は餘り華々 
しい宣傅は止めてビラ十枚立看4板枚と新聞 

丈けにしたがゝ會員の紹介が利いたのか總て 

年配の質的に見ても本會として最も收穫ある 

參加者を見たのは嬉しい。內2名は中聲學校

の英誌擔任の敎師である。 厂
，••丰 ★宇土エス會——顧問神尾碧堂氏の 
于土 御好意で立派な敎室を貸して戴く事 

になったので、總會の決議に從ひ、當地エス 

蓮動史上に歷史的な第1囘短期講習會を3月

25日から10日間每夜19-21迄開催した。申

込は s-roj 8, f-inoj 6, s-ino 1,grupanoj 3,計 

18名。講師市原耿路氏。25日にはエスペーロ 

の合唱後神尾顧問、會長菊川寳城氏、加藤孝 

一氏（馬本）、市原氏が挨拶をなし、記念拥影を 

して、今夕は特に加藤氏に講習を依賴する。 

出席者總數22名。翌26日より市原氏が代っ
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て講習.4月3日を以て終了したがヽ4日には 

復習と接字、助辭の說明後茶話會を催して種 

々交詢するところあった。受那者に現小學校 

長.保姆、宇中配風將校があったのは愉快だ。 

尙.今後は毎・週月水金の夜19-21同敎宋でコ 

ンスタンタ•クールソをなす〇指導市原氏〇 

用書童話讀本ゝイソップ、カルロ・中笛讀本、 

ザメンホフ議本等。

宇土エス會初等講習會

〔中列〕左より市原講師.菊川會艮、神尾 
顧問ゝ加藤・江田の諸氏。〔後列〕本を 

もてるは西村人尉.左より3人□制服は 

松本氏。

京城
★ 4月14日、墨川善曄氏「エスペラ 

ントの創案者ザメンホフ博士」なる

講演を放送。

街のエスペラント

★氣賀（昭和十年町勢一覽一一靜岡縣氣賀町 

の町勢一覽四六判24頁寫罚8頁地圖二葉。 
表紙に Prezentas Belan " Kega-maci "と工 

ス語で示してある。同町氏助役等エス語に好 

辽•をもってゐるとの事。編纂係永田氏の努力 

を感謝■す。同書希望の向は靜岡縣引佐郡氣賀 

町役場內統計課宛申込のこと。

★學會評議貝靑底友美氏が最近長男をあげら 

れた。坊ちゃんのお名前は撰人C和）CEIito— 
選ぱれた人物の笛Dとエス名をつけられた。 

しかもこれは日本誘にも通ずるしその上新撰 

和エスを裝帳されたのを記念して撰の字をえ 

らばれたといふ〇
・電氣エス會の高木氏御え妻は共に同志であ 

るが今度生れたお嬢さんにテルミさんと命名 

これは同氏が電氣の術語をやってゐるので 

terminoから考へついてつけられたとの事〇 

伏垣內松三氏の國語敎育科學双書中の「國語 

敎育の諸問題」中には國際語特にエス語にっ 
いて數頁を費して論じてゐ直。

新聞雜誌とエス語

★ ＜ろだいや新聞（4 JJ 28 B）——九州エス 

語大會記事。

★報知新阳¢4月25日）一一米國へ報善行脚 

の美しい振袖使節として磯部幸子さんの渡米 

紀事。

★時事新聞C4月25 ——同上。

★都斯聞C4月25日）ーー同上。

★讚賣新聞C4月25日一同上。

★中外新報C4月25 ロ）ーー同上。

★東京日日新聞C4月25 H —同上。

★ジャパン•タイムス（4JJ26日）----同上

英文記事。

★東京日ロ新聞（3月31日）——學會主催講 

習會記序。

★福岡口 B新聞¢4月18 口）一「［本文學の 

世界的進出として文壇有志とエス文舉硏究會 

の口本攵學飜譯に就ての紹介記事。

★帝都日ロ新聞C4 JJ19日一同上。

★東京朝日新聞く4月18「I —同上（ニュ 

ース縮刷版に紹介）。

★東京日日新聞C4月3日東京城北版：）一一- 

誇りの古代神話を世界各國に紹介として露木 

淸彥氏の神話硏究の紹介記事。

★東京日日新聞（3月29 ロ ——醫學博士鈴 

木淸藏氏の國際語硏究超人生活十七年を紹介 

す。
★ ＜ろだいや新聞C4月25 n）——大牟mエ 

ス會の兒童作品海外紹介記事。

★東京朝日新聞（4 ）］1H北海道樺太版）—— 

札幌に今夏開かれる日本大會記事。

★報知新聞¢4月14 R―婦人とエスペラ 

ントーー磯部幸子孃

★北陸日日新聞（3月27 ロ 4月3 ロ.7日） 

----國際語の必娈とエスペラントの話一窈 

山エス會（馬場氏記）

★讀賣新聞C3 ）］ 21B）一一橋本英吉氏の 
「炭坑」エス譯がロシャ、ドンパス地方の新聞 
に揭載。 〔

★北海タイムス（2 H18 Hヽ26 H）——國 

際友好會のエス語に依る人形交汝について〇 

★小樽新聞C2月20 ロ、3月6日）——同上。 

★束京朝！1新聞（2月27 F!北海道版一一同 

上。

★魁新聞C2 n 29日）一同上。

★週間朝H C3月8日號）一同上。

★小梅新聞（2 J121日一「エス語の國際 

性——市川博士への反駁文（福田仁一氏） 

★小梅新聞C2 }i 27 H）ーー岡本好次氏.阿
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部眞之助氏Q「女學校と世界誌」を駁す。 

★臺灣日日新報C3月8 ——幾技用語と

してエスペラントを推す。

★筑後新聞C4月17 ロ:）——國語と國際語 

ーー中川年男氏。

★極東新聞（4月20日:）ーー正課になった工 

スペラント——熊本・神尾產婆養成所の紹介 

記事。

★束京朝日新聞C4月2日）「四歲でベラペ 

ラのエス語坊」寫眞入りで同志田中久夫氏の 

實君を紹介。 < ：

★大阪朝日新聞C4月2 F1——同上。

★ The Tokjo Nichi Nichi C4 月 8 ロ ）——同 

上英文記事。

★屮信時報C4 J111日一束京府立第六高 

女のエス話クラス紹介記事

★夕刊帝國（4月7日:）——同上。

★束京日日新聞（4月7日東京城北版:）一 

同上〇 ,

★養蜂の日本¢109號38-39頁——蜜蜂轉 

飼取締規則のエス譯。

★片町ニュース（4 JJ17 □發行:）——「裏日 

本は汚ないか」の文中エス運動を紹介----由

比忠之進氏。

★世界と女性C四月號）ーーエスペラント講座 

ーー田沼利男氏、短い會話一磯部幸子孃。

★寫眞報國（第九十八號——エスペラントで 

世界的に寫应蒐集ーー小林淸氏。

★外語同窓命誌C2月1H）—エスペラン 

ト創案者ザメンホフ祭に就いて。

★鐵道公論C4月25 n）—歐米ところどこ 

ろ旅愁の憶ひ出一井上萬壽藏氏。

★十勝每日新聞C4 n14-18日）——戰車と 
エスペラントー佐藤松男氏。

★靈灣新文學--- „ La Formada Nov-Litera-
tur〇“なる表題を付す。

★爭灣新民報C4月24日？ーー海外小語欄に 

エス話通信による結婚を紹介。

★生活學校C第二卷三號）ーー敎育とエスペラ 

ント——佐藤忠三郎氏

★敎疗・國語飲育5月號C厚生閣）——敎育 

間題としてのエスペラント——石黑修氏.外 

國文化のH本紹介——中野重治氏。

★新劇人C4月號）一演劇とエスペラント 

―大岩洋太郎氏。

★願懿（4月3 H）一曉烏敏氏著エス譯”日 

本精神“新刊廣吿。

★十勝新聞（3月25ロう——郵習會について 

の記事。

★十勝每新口聞（3月28-29 H ）—エスベラ

ントは我々のものである----佐藤松男氏。

★三重縣民新聞（4月30日）ーー工藤鐵男氏 

とヤートフ女史についての話。

★ Rdmazi Sekai C5 JJ號）----エス語を創っ

たザ博士の生涯——三宅史平氏。

地方會機關誌その他

Spaco節約のため內容中分量多き 

もの特色あるもの二三を紹介。大 

さ明記なきは半紙半截型とす。

★ Fervojisto <!月號）（鐵道聯盟;）菊判16頁。 

—英學者の錯覺（高橋）、本號から車輛術語 

（Terminaro de Fervojaj Veturiloj）を連載（根 

本潔）される。將來の爲大いに有川と考ふ。

★ Fervojisto （2-3 月號）菊16 頁。一一觀光 

事業を中心にして（井上）.FER大命上演「痒 

弯綠色夢」。

★ Fervojisto〔4月號）菊16頁。----エス文

學（中垣）、Dizel-elektra lokomotivo C寺田）、 

Al la kongreso de esp-istaj fervojistoj （Marin）3
★ MER（1 jj 號）（盛岡）11頁。ーーZamenhofa
festo C岛貫）。 ・
★ MER C2 丿］號）----Venĝo de S-ro Rio < 田
畑）。
★ Majo （renovigita !號）（神戶）14 頁 〇--- -

Kiel statas proleta literaturo en Japanio ?
★ Provo C3-4 H號）C市原個人誌）菊判8頁。 

——ロ本同志諸氏に悠ふ。

★ Bukedo C3 號）47-77 頁 〇--- Nia devo kaj
virinaj rondoj en Jap. C 村上:）〇 Nia radio
★ Grandurso （9號）（苫小牧）11頁。——道 

外同志に恕ふ（鈴木）。

★ Ora Delfeno （名古屋）Cl號'）1? 頁。一 

Malpeza amo く竹中）〇

★ Ora Delfeno 2 號〇 17 頁〇--- Dialekto de
Nagoja.
★ Verda Haveno （橫濱）C2 刀號）7 頁。--- -

橫濱エス運動資料。

★ Elektrujo C5號）8豆。電氣術語（續）。

★ Verda Minejo （創刊號）（;人牟田エス會誌） 

8頁。——九州大會準備號.ザメンホフ追憶號 

を兼ぬ〇 P。ĥ la Granda milito,大會にのぞ 

む、しibera angulo 等〇

★ Medusa C創刊號）C奉天長坂氏個人誌）牛 

文76頁。 エス文許りの堂々たるもの。Cu 
alkoholaj trinkaĵoj estas venenaj ? Karbmin
ejo. Krakantaj montoj, Japano parolas kun 
rusoj elkurintaj de la Sovetio, Japano kaj

（以下20頁へつV く）
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若 き北海道の野に

第二十四囘日本エスペラント大會

（第五囘北海道エスペラント大會）

今夏ハ月八、九、十日札幌に開かる

日本エスペラント大會囘を重ねること旣に 

二十三囘、我等が同志は地を求め、友を求め 

て.飜へる綠星旗の下に議を練り、聖火を焚 

きて、その述動の前進を約し來れリ。

しかし、その綠星旗中央以南の地を巡るこ 

と久しく、北日本の地に於ては大正十三年第 

十二囘大會が仙臺に開かれたる唯一慶のみ、 

我等その開かうとして開き得ざりし理由を上 

く知り・又自らの無力なりしをよく知れりと 

雖も、门本エスペラント運動史の一頁にその 

名を止めんと希ひしこと久しかりt 〇機を得 

澎湃たる全道同志の聲に應へ得てゝ玆に北海 

道エスペラント聯盟の名に於て第二十四囘大 

會を招待するの榮を有するに至れり。我等今 

や迫りつつある大會を前に、全逍Q同志熱情 

の一塊となリてその準備に日夜を送れリ〇

乞ふ、全日本の同志諸兄姉よ!遠きより近 

きより來リて會し、若き北海道の地に打ち建 

てられたる聖旗を守られんことを!

★日 程★ 

第1日8月8日C 土）札幌グランドホテル 

10.00
12.30- 14.00
14.00-14.30
14.30- 16.00
16.00-18.30
19.0〇-

受付開始 

大會發會式 

記念撮影
[[本エス學會總會 

大會協議會 

懇親噪餐會

★參加申込★

大會參加希望者は可及的早く下記事項書込 

の上お审込下さい。尙出席出來なかった方に 

は記念品を贈ります。

1•氏名Cフリガナッキ）。2 •職業（學校名）。

3 .所屬エス會。4 .住所。5.札幌驛到着豫 

定日時。6.潘在豫定何日間。?.宿舍要不 

要。8・晚鑒會參加不參加〇 9. Ekskurso參 

加不參加。10.送金內容。

★協爾事項★

大會協議會協議事項は、議題と提案責任者 

の氏名住所を記し準備委員會宛7月10日ま 

で御申込下さいc當日消印あるものは有效）。 

それ以後は謝絕いたします。

★分科會★

大會分科・會を持たれる向は、成るべく大會 

前迄に會名責任者氏名住所を記し申込下さい

★寄附金★

大會を支持して下さる意味にて、多少なリ 

とも諸氏の御寄附を拜受いたします。

★地方會代表挨拶★

時間の關係上三分以內に願ひます。代表者 

は所屬會の委任狀を御持參下さい。

第2日8月9日（日） ★參加餐用槪算★

9.00-10.30 第五囘北海道 
エスペラント大會

10.30- 12.30 分科會

12.30- 13.30 雜食 

13.30- 14.30
14.30- 16.30
19.00

分科會報吿 

大會大學 

普及講演會 

第3日（月）

支筋湖へEkskurso

1.參加費50錢。2.晚餐會費1冏59錢。 

3. Ekskurso （晝食付）2圓50錢。4.記念 

寫眞代30錢。5.宿泊C一泊朝企付）1圓。

大會參加ヽ協議事項、分科會の申込、その 

他すべての照會等はゝ札幌市南四條西十四丁 

目相澤治雄方第二十四囘日本エスペラント大 

會準備委員會（振碎小樽18763番）宛のこと。
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エスペラ ント運動後援會報吿

エスペラント連動は常に前進Lつつありま 

す。そして此の運動が經濟的な點から.その 

正常な發展をはばまれることは私達エスペラ 

ンチストにとって非常に遺憾なことでありま 

す〇ここにおいてKevuo Orientaの先月號 

にて旣に公表せる如き「趣意」によって、エス 

ペラント運動後援薩が設立されました。その 

趣旨や、會規の詳細は皆樣の御承知の通りで 

あります。そして今後本誌上で每號、本會■の 

活動の報吿を致すことになりました。

設立の經組

昭和10年12月22 ロ

日本エスペラント學會事務所にて、理事評 

議員會を開催。會議事項の重要なる一項目に 

久保特使九州巡遊報吿があった。九州14都 

市19地方會をめぐって、各地方會から提出 

された學會への希望要項?1箇條の中の一箇 

條に「宣傳後援會といった種類のものを設立 

して、財政的に學會の現在の宣傅の仕事を援 

助する件」があった。これは長崎、大牟田、 

熊本、宮崎等は最も積極的に支持してをった 

提案であり、反對した地方會はなかったので 

特使はこの報吿と共にこの問題に關する討議 

を希望した。結局原則的には結構といふこと 

で、尙詳細の具體案を練ることとなり具體的 

詳細の原案起草其他は・小坂理事久保評議員 

が研究することになった。

1J126 n 學會にて、理审會。大石理爭 

•長他多數の理事出席。數口前小坂、久保・兩 

氏がいろいろ案をねり作製された草案を各項 

目每に討議。相當の修正を經て、趣旨書、會 

規の決定をみる。

2 n14 H 學會大石理事長他!5人の役 

員連名で全國各地の中心的同志に會の設立を 

報じ發起人たることを懇苗する。

2 n14 n3月末口發起人承諾の通 

知籍々あつまる。3刀末口に188名に達する。

4月1日R. 〇. 4月號に趣怠書、を規 

發表。一般の參加を希聚。同時に加入申込を 

受付ける。

4月19 U 「紐織」第五項に依り學會理事 

長より次の人々が幹慕を依囑され、夫々受諾。 

美野田琢磨、小坂狷二、三石五六、井上萬壽 

藏、伊蕊巳酉三、久保貞次郎、犬木克巳、矢 

島英男、伊藤武雄、高橋舉、原田三馬、洒井 

鼎¢12名）

4月26日 第一囘幹事•會。全國的各地か 

らの加入申込の殺到と共に幹事會の成立をみ 

て本會も愈々その活動にのり出す。

先づ巾込の現在狀況の報吿が臨時の會計庶 

務幹事原田氏よりある。

（金額、圓） 

寄附巾込（納入濟）660.04 
寄附巾込C未 濟） 248.00

合 計 908.04
會員數 109人

n々會務遂行上の意見の交換が行はれた〇 

殊に宣傳爭業を如何なる方法によってなすか 

の具體案はヽ幹事各自よりも夫々提出された 

が.結局、先づ全國各地の計畫委員並びに會 

員の意見をきき、その上で細目の計畫と豫算 

を編成することに決定。其他の決定事項

¢1）幹爭會は原則として毎月1囘開催。
（2）幹事は會務を分擔する。（決定したもの 

のみ）

1. Bevuo Orientaに報吿する係く高橋1
2. 庶務會計C原田）

¢3） K. 〇,三月號及び四刀號にて報導され 

てある「衆讓院議員候補者に對する工 

スペラント語に就いての問合せ」及び 

「パーマー博士送別會」は、非常な効果 

をおさめた。いづれ前者はその回答を 

まとめてバンフレットにすることが考 

へられてゐるが、この宣傅に要した費 

用は本會で負擔することを可決した。

4月29日 計畫委員及び會員に本會の事 

業計畫、その豫算の編成に就き問合せを發送。

——5月4 ロ記——

運動後援會發起人氏名追加

（五十音順X前月號發表後の分）
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ESPERANTO 運動擴大 KAMPANIO
!贈呈用學習書特賣!

今やエスペラントはジュノレナリスモの波に乘り 

話題の中心に浮上った。この機を逸せず運動を 

擴大せよ!

エスペラントに關心を持つ者は今や全國到ると乙ろに滿充 

ちてゐる。乙れを說伏せわ 乙れに學習書を與へよ，しか 

て乙れを獲得せよっ

特 賣 規 定

t 下記特價は「贈呈」用に限り,自家用のものは定價どほり申し受ける。

2. 特價品には「贈呈」と印刷した用紙に,贈呈者の氏名を記入し,本會から 

贈呈を受ける人に直接送付する〇

3. 特價期間は六月末日まで。逼宀

厂エスペラント捷徑iまたは 「エスベラント講座」
各定價50錢く送料4錢）;特價40錢（送斜不要） 

五册以上:各35餞（送料不要）;十册以上は御相談あれ

厂エスペラント捷徑」又は厂エスペラント講座]と

厂新撰エス和辭典」
二册一組定債!K!1〇錢（送料8錢）;特價90錢（送料不要）

五組以上:各組？5錢（送料不要）:十組以上は御相談あれ 

「新撰エス和辭典」特裂版（インヂアン・ペーパー刷）を

希望の際は,一組1圓5 五組以上は各組85錢

エスペラント捷徑」（又は「エスペラント講座」と

「新撰エス和辭典」と厂新撰和エス辭典」
三册組定價3 [ni60錢（送料12錢）;特債3團（送料不突） 

五組以上各組2圓75錢C送料不要）;十組以上御相談下さい。

財團法人日本エスペラント學會
束京本鄕元町ーノ ー三•振替東京!1325番

同志は一人殘らずKAMPANIOに加れ



AELA お待ちかねの

三=1936年度細目發表

よい書物をやすく賣る會芒して評判のAELAの本 

年度細目發表がしばらくおくれてゐましたが,いよ 

いよ下記の通り發表されました。今年度のには,わ 

がJapana Antologioもおさめられてゐます。特價 

豫約締切におくれないよう至急お审込みください。

1.Vallienne: ĈU LI ? （約四百頁）

エスペラントの最初の原作小說として知られる歴史的 

作品であるが，古く絕版となり，手に入りがた加った 

もの。文體平易,波瀾重疊の物語で今日讀んでも興味

・新しい讀物である。 「 ’•…

2. JAPANA ANTOLOGIO （菊判約五百頁）

エスペラント文學硏究會の編輯になるもの。

3. A. Schrenzel:ABISENUJO （菊判約三百頁）

今日の世界屮の話題の中心——エチオピアについての 

書物「"最もすぐれたもの。多數の美しい挿繪入り。

4・ Sinclair Lewis: Dr. ARROWSMITH
全二卷・約ハ百頁

アメリカの文豪として知られるルイスが,これによっ

て，アメリカで最初のノ ー-ル文學賞を獲た，現代ア 

メリカ文學の最大雄篇である。



5・ S. Bergmann: MERKURELL （約三百頁）

現代スエーデン最大の小說家と して名聲高いベルク

ンの最傑作の諷刺小說。

2,300頁の新刊書=ハ圓

AELA—1938年規定

六月一日までの拂込: （普通送料共）八 五十錢

際返信切手代用ならば52枚

特典:1・AELA會員は,その年度中，L让eratura

Mondo發行書を定價の2割引で買求め

ることができる。

2. AELA會員は,季刊雜誌u Lingvo 

Libro"を!¢號無科で配布される。

3・ 六月一日以前拂込者は，正規の配本の他 

に しiteratura Mondo の發行書（4 sv. 

fr.）のものを自由選擇の上配布を受ける 

ことができる。

書留: 書留送付希望は一團十 （または返信切手7枚）增

上 製:二0］二十餞（または國際返信切手代用13枚）增

僅良紙印刷:一圍三十錢（國際返信切手代用なら9枚）增

同上章表紙: 四圓ハ十 （國際返信切手代用なら30枚）增

六月一日以後は十 •全部發行後は十六吊 園

東京本鄕元町

申込所 財團 
法人

日本エスペラ 總液腰霍



新着洋書案內
¥rV1

1 La Rochefoucauld: MAKSIMOJ
菊判no頁•定價1 20錢•送料4錢

「自我愛及び利己的利害は人間行爲の主要動機である,從って道德は利己 

的計算の結果である」とする,十七世期功利淪の首領の名高いMaksimoj 
——政治生活に於ては失敗したがその生活體驗から生れた本書はフランス 

の文學と思想の上に大きな影響を殘してゐる。このエスペラント譯はフラ

ンス語との對譯になってゐるから，フランス語學習者にとっては，特に便 

利である。

L・ Sinha: HINDO RIGARDAS SVEDUJON
菊判200頁•定價2 40綫•送料6錢

著者は詩聖タゴールの高弟。この若いインド人がエスペラントを用ひて,

三ヶ年にわたり,その隅々まで旅行し,あらゆる階級にはいって行って具

［察したス デン觀。最上等の用紙に美しい風景,

葉を入れた，興味深い原作書。

風俗の寫眞數百统 工

F. Azorin : Universala Terminologio de la Arkitekturo
大型四プヾ判216頁•定價4 20 送料6錢

考古學,美術，建築等に關する專門語彙2,000に對し,各語に揷畫（合計 

2,000個）と,サンスクリト，ラテン,ゴート,アラビヤ,ヘプライ等々 

十五ケ國語中の6乃至8ヶ國語の原語を加へ,さらにエスペラントで解 

說を添へたもの〇

建築家はもとより,考古學,美術，歴史硏究家はぜひ備へる必要がある。

'N. VAN HICHTUM : KUDLAGO
四六判40頁•定價50錢•送料2錢

本書はオランダの作家がエスキモーの生活を描いた少年物語であるが,そ 

の少年物語としてのおもしろさ以外に,エスキモーの生活の描寫が深い興 

味を與へるC

東京本鄕 

元町• 一
財團 
法人

日本エスペラ ント學



PLENA VORTARO»^®
價大 下

« Plena Vortaro »は定價60 fr. fi••（叶價13圓50錢）のと乙ろを6圓 

で取次いでゐました これさへ:為替相場に照してすでに驚異に價する 

廉價であ0ますが,なほ一般エスペラント大衆にとつては幾分大きな負 

擔と思はれますので發行元と種◎交涉中のところ,發行元でも製產實費 

の囘收の見逋しがほぼついたので,非常に大量の一時仕入を條件に，高 

度の割引をしてくれる乙とにな〇ましたゝ本會では:從來の割引率と新 

協定の割引率との基額に，さらに割引を加へ（卽ち從前よT遙かに低率 

の純益によ〇）大々的に犧牲的値下を斷行する乙とにいたしました

しかし 何分にも上述のやうに#常に大星の仕入が條件となってをりますので，第一 

囘の入荷品の賣行が思はしくないばあひは次回以後は,大量仕入ができなくなり,舊 

定價に復することになるおそれがあり,また条も濟界の事情の變化によっては，何日價 

上げをすることになるか联わかりません力ゝら至急御注文下ださい。

舊定價六圓•新定債四圓五十錢•送料二十一錢

新着洋書

b Axel Munthe: ROMANO DE SAN MICHELE
四六判520頁•定價3圜・送料!0錢

偉大な人間認識,優れた藝術，橫溢するユーモア，それが渾然と融和し 

た大作。全卷五百二十ペイヂ,笑と淚とにあふれて息をもつがせない。 

/ 1
J. Sumin kaj R. Svobodova: DU NOVELOJ

四六判82頁•定價80 送料4錢

理想と現實の相剋の中から,なまなましい問題を取上げて婦人の生存權擁護の 

ため戰ふSuminと,高い敎養ど優れた才能によって女の進む道を;T;すSvobo
dova と，二人のチェコ女流作家の代表作的笛篇。

東京本鄕 
元舟•一

財團 
法人

日本エスペラント學
日



エスペラント・六月號內容

定價20錢・送料5厘

全國各地の書店にあり•一年分前金送料共2圓30錢

二葉亭の讀本で................ 藤田稲三

三十年以前にはエスペラ > トをどんな本で獨習したか。堂々 

六ペイヂにわたる特別讀物。

ジャンヌ ダルク .................. ウファ映畫物語

ナチス・ドイツ映畫藝術の最高到達點を示すウファ本年度超

特作品。 寫眞數葉入, 註付エス文讀物。

日食のエスペラント ............ 日食に關する單語と文例

前置詞略解・ĈE ..........................小坂狷二

初等,中等の人々のための親切な前置詞講義。

語根の品詞別..................岡本好次

單語および合成語理解の根底となる語根の知識。

目的叙述語..................... 倉地治夫

エスペラント作文の基礎となる文法語法の知識。

報酬（詳註初等よみもの） ............フランドノレの寓話

讀書感想....................

讀者の自由作文に對する親切明快な指導。

垣虎兒郞中

科學槪論から.................

ハポ五ペイヂにわたる詳細を極める講評。

宅史平

世界各國のエスベラント連動 高 木 弘

エスペランチストは誰もが必ず知らなければならない世界各 

國のエスペラント運動の現狀。 ........ ■:

東京本鄕元町歎日本エスベラント學會振替東京11325番


